
学校では受付をしていません。お申し込み方法は裏面をご覧ください。

HPに
安江コラム連載

教育支援協会アフタースクールプログラム

●主　催：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●協　力：土曜学習推進全国協議会

●後　援：文部科学省、北海道教育委員会、帯広市、石狩市教育委員会、岩見沢市教育委員会、恵庭市教育委員会
　　　　　江別市教育委員会、小樽市教育委員会、音更町教育委員会、北広島市教育委員会、北見市教育委員会
　　　　　札幌市教育委員会、清水町教育委員会、千歳市教育委員会、美幌町教育委員会、幕別町教育委員会

体験参加・入会のお問い合わせ （月～金 9：00～15：00）

NPO教育支援協会北海道　         F4ルビAH01-713目丁31西条1南区央中市幌札1600-060〒 ： 局務事幌札 　 

電  話 011-251-5411          メール npo_super_info@beige.plala.or.jp
本  部：〒080-2470帯広市西20条南3丁目13 　電  話 0155-33-3033 　メール npo_super_hokkaido@cpost.plala.or.jp

NPO教育支援協会北海道の研修を積んだ講師が、責任を持ってお子様たちを指導します。

子どもたちと充実した英語活動をしたい方、研修プログラムをご用意してお待ちしています。
研修制度などについては、NPO教育支援協会札幌事務局までお問い合わせください。

地域ボランティア
募集しています !

1. http://kyoikushien-h.com/taikenを入力するか、QRコードからウェブサイトを開きます。

2. 。すまし択選を」…樽小・狩石・幌札 ②「 るあに側右ゴロのュシッリグンイ後課放

3. 。すまし択選をスーコ・ 場会、し択選を域地望希

4. 質問に答えを入力します。

5. 「送信する」を選択します。

● 体験活動は、保護者同伴でご参加ください。お子様に「体験活動」にご参加いただき、同時に保護者の方々には入会の手続き等についてご説明いたします。

● 体験ご参加から一週間以内に入会手続きをお願いいたします。

● 体験申し込み受付の完了をお知らせする返信は行いませんので、あらかじめご了承ください。

● ファックスやお電話でのお申し込みは受け付けておりません。

● ご不明な点は札幌事務局までお問い合わせください。

QRコード

活動の様子もご覧になれます。

～指導者について～
小学生への指導法やクラス運営などのスキルを身につけた日本人の地域人材で、J-SHINE（小学校英語指導者認定協議会）の認定資格者や、当協
会で研修を積み指導資格を得た指導者が各コースの年齢に応じた手法を取り入れて、子どもたちに合わせたアプローチで指導にあたります。
全道に広がる放課後イングリッシュの指導者は強いネットワークで結びつき、研修会や情報共有により日々自己研鑽を重ねています。

「放課後イングリッシュ」

担当の老田裕子です

「放課後イングリッシュ」

担当の高橋泰子です
J-SHINE 取得指導者

　　「放課後イングリッシュ」

　担当の八重樫優子です
J-SHINE 取得指導者

「放課後イングリッシュ」

担当の大崎順子です
J-SHINE 取得指導者

　　「放課後イングリッシュ」

　担当の長谷川葉月です
J-SHINE 取得指導者

「放課後イングリッシュ」

担当の川島豊美です
J-SHINE 取得指導者

　　　　　　　　              J-SHINE とは小学校英語指導者認定協議会
という英語指導者の認定団体です

はじめまして
「わかったよ！」

子どもたちの輝く瞳が

大好きです。時にはゲーム
で真っ向勝負。楽しくコ
ミュニケーションをとる

場所にしたいです。
もちろん英語で！

英語を話せたら

楽しいね！  そんな

子どもたちが増えてくれ
るよう毎日頑張って います。
みんなの笑顔と元気が

私の原動力です。まだまだ

頑張っていきま す。

江別を担当して

今年で5年目となります。

沢山の子供達に活動を通
して英語って面白い！楽しい！
と感じてもらえるよう心掛
けています。上江別
会場も盛り上がって
いきます！！

はじめまして。

今年度より樽川会場、

星置会場を担当させて

いただきます。みなさんに

英語によるコミュニケーション

を「もっと身近に」 「もっと

楽しく」 感じてもらえ

たら嬉しいです。

はじめまして。

中の島会場、澄川会場
を担当することになりま
した。 英語って面白い！

楽しかった！また来たい！
と言ってもらえるような

活動を心がけて

頑張って参ります。

英語を教え始めて

早いもので１０年となり

ます。普段は、幼児～中学

生まで英語を教えています！  

現在、放課後の子ども達と

英語の活動をして3年目、

とにかく楽しい活動を

心がけています！

2015.3.80S

体験的に学び、
子ども達の興味
や関心を引き出す
プログラムを
ご提供して
います

他にも大勢の
講師がお待ち
しています！

■募集要項
定　員：各コース20名
                    ）名01数人行催低最（ 

対　象：小学1～6年生
参加料：1か月3回　

　　　2,200円
　　　（保険料込・使用教材費別途）

持ち物：筆記用具・色鉛筆

厚別会場と札幌静修会場

今年も 3つの会場で体験活動の参加者募集します！   お楽しみに！

北大会場

Vo.13「使う必要があって覚える英語」
　海外を訪問すると、「日本人なのに英語が話せるんですね。」と現地の人によく言われます。
　「日本人なのに」？
　多くの日本人が英語を「話せない、聞けない」が国際的に周知の事実であることに、改めてショックを受けました。
　従来の日本の英語教育は「受験のため」でした。
　本来言語習得は、子どもが母国語を学んでいくプロセスを 考えるとわかるとおり、耳でたくさん聴く～口で言う～読む～書くとな
りますが、日本の英語教育は最初の 2つ「たくさん聴く」「くり返し言う」がなく、「読んで書く」が中心でした。日本には英語を使わ
ざるを得ない場面が少なかったのと、英 語を使えなくてもやって行ける環境にあったのです。
　しかし現在、国は日本の英語教育改革を掲げており、「グ ローバル化の進展の中で、国際共通語である英語力の向上は日本の将来に
とって 極めて重要である。」としています。2020 年には東京オリンピックが開催され、日本を訪れている外国の方に道案内ぐらいは
できる英語力が求められています。
　海外でコミュニケーションをとるときに文法が正しく使われていない場合が多いですが、海外の人は間違っていようがどんどん英語
を使って来ます。 それでも相手の言いたいことは伝わります。大切なのは、言いたいことを伝えようとする態度です。それに消極的で
はコミュニケーションを取ることはできません。
　まずはどん どん使うこと。正しい文法はその気になればいつだって勉強して習得することができます。
　オリンピックと同じ年に小学校英語が教科化されますが、「たくさん聴く・話す」を学校教育だけに頼っていくのでしょうか？
　今すぐに放課後イングリッシュで「たくさん聴いてたくさん話す」を実践しましょう。 
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NPO教育支援協会北海道　代表理事　安江こずゑ



《札幌市南区の会場》

札　苗 （札苗商店街振興組合C7ビル）東区東苗穂7条2丁目2-25
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C7ビル3Ｆホール

北48条東 （栄新和町内会館）東区北48条東10丁目2

琴 似  （西区民センター）西区琴似2条7丁目 ※11月から山の手会館に変更

ちえりあ （札幌市生涯学習センターちえりあ）西区宮の沢1条1丁目1-10

西　野 （西野地区センター）西区西野4条2丁目8-30

 厚別西 （厚別西地区センター）厚別区厚別西4条4丁目1-10

 上野幌 （上野幌中央会館）厚別区上野幌3条5丁目7-1

有　明  （イベントホール赤れんが）岩見沢市有明町南1-７

幌　向 （ほっとかん）岩見沢市幌向南1条1丁目70-5

奥 沢 《水》 （小樽サンフィッシュスポーツクラブ）小樽市若松1丁目4-14

奥 沢 《金》 （小樽サンフィッシュスポーツクラブ）小樽市若松1丁目4-14

小　樽 （いなきたコミュニティセンター）小樽市稲穂5丁目10-1

手　稲 （手稲コミュニティセンター）手稲区手稲本町3条1丁目3-41

新発寒 （新発寒地区センター）手稲区新発寒5条4丁目2-2

江別錦町 （江別市総合社会福祉センター）江別市錦町14-87

大麻沢町 （江別市いきいきセンターさわまち）江別市大麻沢町5-6

千　歳 （総合福祉センター）千歳市東雲町2丁目34

東　雲 （東雲会館）千歳市東雲町1丁目10

 澄　川 （緑ヶ丘会館）南区澄川5条11丁目5-5

 藤　野 （石山丘晴会館）南区石山1条9丁目5-1

中の島 （中の島一区福祉会館）豊平区中の島1条1丁目4-13

月寒中央  （月寒公民館）豊平区月寒中央通7丁目8-19

 北　郷 （北郷会館）白石区北郷3条3丁目8-1

恵　庭 （いくみ会館）恵庭市黄金北3丁目12-8

樽　川  （樽川南第一会館）石狩市樽川190-49

《江別市の会場》

《千歳市の会場》

《会場情報の見方》

《札幌市厚別区の会場》

《岩見沢市の会場》

《小樽市の会場》

《恵庭市の会場》

《石狩市の会場》

《札幌市北区の会場》

《札幌市手稲区の会場》

《札幌市東区の会場》

《札幌市西区の会場》

《札幌市白石区の会場》

《札幌市豊平区の会場》

屯　田 （屯田地区センター）北区屯田5条6丁目3-21

篠　路 （篠路コミュニティセンター）北区篠路3条8丁目11-1

Fun   ● 15 :40~16 :40
Joy    ● 16 :45~17 :45
Magic◆ 17 :55~18 :40

Fun   ● 15 :40~16 :40
Joy    ● 16 :50~17 :50
Magic◆ 18 :00~18 :45

Fun   ● 15 :40~16 :40
Joy    ● 16 :45~17 :45
Magic◆ 17 :55~18 :40

新琴似 （新琴似・新川地区センター）北区新琴似2条8丁目1-20

体験日5/13 　初回日5/27
　　　　月3回 水曜日

体験日5/13 　 初回日5/20
　　　　月3回 水曜日

体験日4/23 初回日5/14
　　　　月3回 木曜日

Fun   ● 15 :45~16 :45
Joy    ● 16 :55~17 :55
Magic◆ 18 :05~18 :50

Fun   ●   8 :55~   9 :55
Joy    ● 10 :00~11 :00
Magic◆ 11 :10~11 :55

Fun   ● 13 :20~14 :20
Joy    ● 14 :30~15 :30
Magic◆ 15 :40~16 :25

体験日4/22 　初回日5/20
　　　　月3回 水曜日

体験日4/25 　 初回日5/16
　　　　月3回 土曜日

体験日  5/2 　   初回日5/16
　　　　月3回 土曜日

Fun   ● 15 :40~16 :40
Joy   ● 16 :50~17 :50

Fun   ● 15 :40~16 :40
Joy   ● 16 :50~17 :50
Magic◆ 18 :00~18 :45

Fun   ● 15 :40~16 :40
Joy   ● 16 :50~17 :50

体験日4/28 　初回日5/12
　　　　月3回 火曜日

体験日4/27 　 初回日5/11
　　　　月3回 月曜日

体験日  5/1 　   初回日5/15
　　　　月3回 金曜日

Fun   ● 15 :30~16 :30
Joy    ● 16 :40~17 :40
Magic◆ 17 :45~18 :30

Fun   ● 15 :30~16 :30
Joy    ● 16 :40~17 :40
Magic◆ 17 :45~18 :30

Fun   ● 15 :30~16 :30
Joy    ● 16 :40~17 :40

体験日4/30 　初回日5/14
　　　　月3回 木曜日

体験日4/24 　 初回日5/15
　　　　月3回 金曜日

体験日  5/13　 初回日5/20
　　　　月3回水曜日

Fun   ● 15 :30~16 :30
Joy    ● 16 :40~17 :40
Magic◆ 17 :45~18 :30

Fun   ● 15 :40~16 :40
Joy    ● 16 :50~17 :50

体験日4/22 　初回日5/20
　　　　月3回 水曜日

体験日4/28 　 初回日5/12
　　　　月3回 火曜日

勇　舞 （ゆうまいホール）千歳市勇舞4丁目11-6

Fun   ● 15 :30~16 :30
Joy    ● 16 :40~17 :40

体験日  5/1　 初回日5/15
　　　　　　　　　   月3回金曜日

Fun   ● 15 :45~16 :45
Joy   ● 16 :55~17 :55

Fun   ● 15 :40~16 :40
Joy   ● 16 :45~17 :45
Magic◆ 17 :50~18 :35

Fun   ● 15 :40~16 :40
Joy   ● 16 :50~17 :50
Magic◆ 17 :55~18 :40

体験日4/30 　初回日5/14
　　　　月3回 木曜日

体験日4/20 　 初回日5/11
　　　　月3回 月曜日

体験日  5/13 　初回日5/20
　　　　月3回 水曜日

Fun   ● 15 :45~16 :45
Joy   ● 17 :00~18 :00

M agi c◆ 16 :45~17 :30

Fun   ● 13 :15~14 :15
Joy   ● 14 :30~15 :30
M agi c◆ 15 :45~16 :30

体験日4/22 　初回日5/13
　　　　月3回 水曜日

体験日4/24 　 初回日5/15
　　　　月3回 金曜日

体験日  4/25 　初回日5/16
　　　　月3回 土曜日

Fun   ● 15 :20~16 :20
Joy   ● 16 :30~17 :30
Magic◆ 17 :40~18 :25

Fun   ● 15 :40~16 :40
Joy   ● 16 :45~17 :45
Magic◆ 17 :55~18 :40

体験日4/27 　初回日5/11
　　　　月3回 月曜日

月寒東 （月寒五区会館）豊平区月寒東1条10丁目4

もいわ （もいわ地区センター）南区川沿８条２丁目

上江別 （上江別自治会館）江別市上江別南町1-26

Fun   ● 15 :40~16 :40
Joy    ● 16 :45~17 :45

Fun   ●   9 :30~10 :30
Joy    ● 10 :40~11 :40
Magic◆ 11 :50~12 :35

体験日4/21 　初回日5/12
　　　　月3回 火曜日

体験日4/25 　 初回日5/16
　　　　月3回 土曜日

Fun   ● 15 :30~16 :30
Joy   ● 16 :40~17 :40
M agi c◆ 17 :50~18 :35

Fun   ● 15 :45~16 :45
Joy   ● 16 :50~17 :50
M agi c◆ 17 :55~18 :40

体験日4/24 　初回日5/15
　　　　月3回 金曜日

体験日4/23 　 初回日5/14
　　　　月3回 木曜日

Fun   ● 15 :50~16 :50
Joy   ● 16 :55~17 :55
M agi c◆ 18 :00~18 :45

Fun   ● 15 :30~16 :30
Joy   ● 16 :35~17 :35
M agi c◆ 17 :45~18 :30

体験日4/21 　初回日5/12
　　　　月3回 火曜日

体験日5/1　　 初回日5/15
　　　　月3回 金曜日

Fun   ● 15 :45~16 :45
Joy    ● 16 :50~17 :50
Magic◆ 17 :55~18 :40

Fun   ● 15 :45~16 :45
Joy    ● 16 :50~17 :50
Magic◆ 17 :55~18 :40

体験日4/22 　初回日5/13
　　　　月3回 水曜日

体験日4/28　  初回日5/12
　　　　月3回 火曜日

Fun   ● 15 :45~16 :45
Joy   ● 16 :50~17 :50
M agi c◆ 17 :55~18 :40

体験日4/21 　初回日5/12
　　　　月3回 火曜日

Fun   ● 15 :40~16 :40
Joy   ● 16 :50~17 :50
M agi c◆ 18 :00~18 :45

体験日5/1 　   初回日5/15
　　　　月3回 金曜日

Fun   ● 16 :00~17 :00
Joy    ● 17 :10~18 :10

体験日4/23 　初回日5/14
　　　　月3回 木曜日

開設コース ● 活動時間
※Magicコースの設置は
会場により異なります。

会場名  （建物の名称）  住　所

体験日4/21 　 初回日5/12
　　月3回 火曜日

大　曲 （大曲柏葉台会館）北広島市大曲柏葉2丁目14-4

■最寄りの会場の体験活動にお申し込みください。

N　　　PO教育支援協会北海道では、2006年度から全道各地の公共施設などで、放課後や土曜日に誰でもたのしく英語を　　　学べる 「放課後イングリッシュ」を開設し、年齢に応じた居場所の中に「学び」の場を作っています。英語活動を通じ

て子ども達の興味・関心を引き出すことを目的としており、発達段階に合わせたカリキュラムを組んでいます。地域こど

も教室として、違う学年・違う学校のお友達との交流を通じ、相互理解を深め、子どもたちの学ぶ意欲をサポートします。

春の一斉体験以降も、定員に満たないコースは、随時体験活動にご参加いただけます。   満員の  コースにお申し込みの場合、キャンセル待ちとなることがあります。お早めにお申し込みください。

※Fun と Joy の 2コース設定の会場の場合は、
　Fun（低学年向き）Joy（中・高学年向き）のコースとなります。

※  各会館のルールに従って会場を予約しています。

　  開催日、時間の変更がある場合はお知らせします。

ジョイ マジック

上ぐつが必要です

北広島 （共栄会館）北広島市共栄町4丁目12-2

《北広島市の会場》

体験日　初回日
　実施曜日

話す・聞くに加え、
読み・書きを用いて
英語で自己表現をす
る方法を学びます。

アクティビティを通して英語
でコミュニケーションを取る
楽しみを知り、文字の読み・
書きにつなげます。

音声重視で体を動かし
て歌やチャンツを取り
入れ、英語の音感を育
てます。

ファン

星　置 （夢トピアコスモプラザ）手稲区星置1条1丁目498-63
Fun   ● 15 :40~16 :40
Joy   ● 16 :50~17 :50
Magic◆ 18 :00~18 :45

体験日  4/22      初回日5/20
　　　　　　　　　    月3回 水曜日  
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