
令和４年９月２日（金） 

外国語、英語担当（大谷、運天、木下、ウィルマ） 

English Day 

１ 目的 

 （１）児童生徒に教室で学んだことを使って表現する場を与え、児童生徒の隠れた才能や能力を発掘す

る。 

 （２）発表を通して、英語を話すことや人前で話すことに自信をつける。 

 （３）児童生徒にさらに上のレベルでの言語使用を体験させる。 

 （４）お互いの発表を見合うことで、言語学習に対する学習意欲を刺激する。 

２ 期日及び場所 

 （１）期日：９月２９日（木）３時間目 １０：３０～１０：２０ 

    １時間（５０分） 全学年で英語の授業を設定する。 

 （２）場所：体育館 

３ 当日の活動内容と流れ 

（１） 活動内容 

① 中学部の生徒が英語で司会進行を行う。 

② 児童生徒が授業で学習した内容や身につけた力を使って、発表する。（スピーチ、 

内容例）英語で合唱、英語の歌とダンス（マザーグース）、スキット（寸劇） 

    日本文化紹介、自己紹介、クラス紹介、クイズ 

外国語及び英語担当と話し合い発表内容を決めていく。 

    ③ 発表内容は英語の授業で計画的に準備していく。 

    ④ 中学部は事前に Mini English Day を行い、各学年からの代表を決める。 

（２） 当日の流れ 

① 開会（２分） 

② 各学年の発表（４０分）・・・１クラス ３～５分（移動を含める） 

            SD１ 合唱「Sampo」SD２ 合唱「SD２ 合唱「Let It Go♪」 

SD３ 「Colors and Animals around Us」  SD４ 「The Very Hungry Caterpillar」 

SD５ 「My Future Dream」     SD６ 「Summer Vacation in the World」 

SMP１「Selfintroduction」 SMP２「My Dream」 SMP３「My Activity Report in CJS」  

パワーポイントを用い理解を助けるようにする。 

③ 全校合唱（英語の歌）（５分） 

・全校生徒で、英語の歌を合唱する。「Hello Goodbye Beetles」 

④ 講評（校長先生）（３分） 

４ その他 

 ・保護者に案内を出し、児童生徒の発表の様子を後日チームズ「CJS全校」で視聴できるようにする。 

 ・視聴期間 ９月２９日（木）～１０月７日（金） 

 

 

English Day 生徒司会原稿 リハーサル９月２２日（木）昼休み、最終リハ２８日（木）昼休み 

１ 司会の役割と担当者 

（１） English Day における司会の役割 

① 英語で会をスムーズに進行する。 

② みんなに易しく、分かりやすい英語を心がけ、英語で発表を楽しむ雰囲気を醸成する。 

③ 中学生が小学生の英語話者として良いモデルとなる。 

（２） 担当者  SMP2（     ） SMP2（     ） 

 ２ 司会の流れと主な原稿 

（１） Opening (１min) 
(   ): Good morning, everyone.  We are (   ), and (   ) from SMP2.   
          Today we are going to be the host of English Day.  Let’s enjoy English!  
          (Make some noise!) 
         Today, we are going to see presentations from all grades. 
          We will start with SD.  And then we are going to listen to the speeches of SMP. 

（２） SD Presentations (30 min) 
First(next), SD1 is gonna perform for us.  The title is (          ). 
(After the presentation, give some comments, then introduce the next grade) 
  SD1「Sampo」  
  SD2「Let It Go」 
  SD3「Colors and Animals around Us」 
  SD4 「The Very Hungry Caterpillar」 
  SD5 「My Future Dream」 
  SD6 「Summer Vacation in the World」 

（３） SMP Presentation (12 min) 
Students in SMP are going to give some speeches. 
The first (next /last) speecher is (             ).  The topic is (          ). 
(After the presentation, give some comments, then introduce the next grade) 

    SMP１「Selfintroduction」 

      SMP2 「My Dream」 

      SMP3 「My Activity Report in CJS」 

（４） Song (5 min)  Hello, Goodbye 
At last, we are going to sing a song together.  The song is “Hello, Goodbye”. 
Please everyboby, stand up.  ( Sing ) 
Thank you very much.  That was a great chorus.  (comments) 

（５） Comment from Principal (3 min) 
Okay, now let’s hear some comments from Mr. Moizumi, Pricipal of CJS.  
( Comments) 
Thank you very much.  This concludes our meeting today. 
 I hope you all enjoyed English Day.  Goodbye.  

３ 必要なもの 

 当日の流れのパワーポイント（司会用）、パソコン、スクリーン（体育館）、マイク２本 



 

令和４年９月２日（金） 

English Day 打ち合わせ事項 

１ 事前準備 

 （１）体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）職員の役割及び準備 

   会場、司会：木下    

   スクリーン、パソコン：大谷（事前にしようするパワーポイントをまとめておく） 

   音響（マイク２本、音響確認、当日のマイクの受け渡し）：運天 

   記録・ビデオ撮影（定点で固定）：中村  

２ 当日の流れ 

時間 内容 留意点 
朝 プログラム、スリッパ等準備 

 
 

１０：２５～ ・入場 
・司会は早めに集合する。 

司会指導 
（木下） 

１２：３０～ ①開会（１分）（司会    、    ） 
 パワーポイントで今日の発表内容を確認する。 
②小学部各学年の発表（３５分） 
③中学部の発表（１０分） 
スピーチ３名（２分×３名）   

④全校合唱（英語の歌）（５分） 
・全校生徒で、英語の歌を合唱する。「Hello, Goodbye」 
・カラオケで映像を流す。マスク着用のまま歌う。   
⑤講評（校長先生）（３分） 

パワーポイント  
パソコン、スク

リーン操作（大

谷） 
音響（中村） 
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