
「市民ふれあいの里」 
第５回 

英語 デぃ  キャンプ 

平成２６年８月５日(火） 



平成２６年８月５日 英語ディキャンプ 



ＮＰＯ 
大阪狭山小学校英語活動支援の会 流れ 

平成２２年４月 ＮＰＯの登記申請を行う。 
 

小学校５年生・６年生の週１時間の英語活動の時間に支
援に入る。 
 （平成２２年度９月～後方支援（ＡＬＴ中心）、 
   平成２３年度以来 ５月始 ＡＬＴとのＴＴ） 
   ＡＬＴ(外国人指導者） ３人 から １人へ減少 
 
平成２６年度 キャンプ以外の事業 
 「英語絵本の読み聞かせ会」(幼児から低学年児童） 
 市民 対象講習会   「小学校英語活動を知ろう｝ 



昨年までの『ふれあいの里 英語キャンプ』 

平成２２年度 第１回  募集３０人  ３３人参加  （１泊） 
       米国人家族（夫婦子ども３人）、 
平成２３年度 第２回  募集３０人  ３７人参加  （１泊） 
       オンタリオ市学生３名参加 
平成２４年度 第３回  募集３０人  ３１人参加  （１泊） 
       本市オンタリオ派遣学生の参加 
      帝塚山学院大学、先生と学生３名 
      ６年生児童の参加が少数 
平成２５年度 第４回  募集３０人   ２０人参加 （１日） 
      帝塚山学院大学、先生と学生の参加 
      外国人５名と午後から１名の参加 
平成２６年度 第５回  募集４０人   ３０人参加 （１日） 



 
英語キャンプ事業目的 

• 英語を通してコミュニケーションの楽しさを体験する。 

 

• 外国人の協力を得て、子どもたちに外国文化に触
れる機会を持つ。 

 

• 自然になかで環境プログラムの体験をする。 

 

• 異なる小学校の児童間の交流を体験する。 

 



平成２２年度 第１回 ８月２日、３日 



平成２３年度 第２回 



２４年度 第３回     



２０１３．８．9． 市民ふれあいの里 英語ディキャンプ 



「第５回市民ふれあいの里 英語ディキャンプ」 

～英語で世界とお友達～ 

主催： NPO 法人｢大阪狭山小学校英語活動支援の会｣     後援 大阪狭山市教育委員会 

 

* 日時 ：８月５日(火曜日)  

9 : 3 0 ～1６: 0 0 (対象： 小学４年生から６年生の児童４０人)  

* 場所 ：市立市民ふれあいの里 募集開始：７月１日            

定員に達し次第閉め切ります。       平成２６年度大阪狭山市市民公益活動補助金事業 

* 内容  英語を使って”音楽、体育、図工、社会、理科、算数“を

やってみませんか？もちろん英語を知らなくても大丈夫です！ 

“昼食はカレー作りで家庭科、理科はスライムづくり、体育は宝探し・・・・・・・イベントがいっぱい” 

* 参加費：３０００円 (会場で徴収します)  

* 問い合わせは 石井までメールか電話でお願いします。 

Tel. Fax: 072-367-5182  メール: fwis8431@mb.infoweb.ne.jp  

参加申し込みは、必要事項を記入し上記連絡先まで送ってください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参加申込書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

フリガナ  

児童氏名 ＿＿＿＿＿＿男・女（保護者名＿＿＿   ）電話番号：＿＿＿＿＿ 

住所：                     学校名            学年       

外国人スタッフも参加 ！ 

市内施設 
各学校へ配布 
  学校で印刷配布 



平成２６年度 英語 ディ キャンプ 
「英語で世界とお友達」 

「英語を使って“音楽、体育、図工、社会、理科、算数をやってみませんか！  
      もちろん英語を知らなくても大丈夫です。 
 
    ８月５日 （火曜日） 
 

• １時間目 Social Study(社会科）     Ｐａｓｓｐｏｒｔ  Ｇａｍｅ 
• ２時間目 Music(音楽)           「Ｌｅｔ‘ｓ ｓｉｎｇ！  ”Ｌｅｔ ｉｔ ｇｏ“」 
• ３時間目 Ｈｏｍｅ ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ    「Ｃｕｒｒｙ ａｎｄ  Ｒｉｃｅ 調理実習」 
• ４時間目 Art and Craft(図工)       
•                    Ｍａｋｅ ｙｏｕｒ ｏｗｎ ｄｒｅａｍ ｃａｔｃｈｅｒ！ 
• ５時間目 Math(算数)          Ｂｉｎｇｏ Ｇａｍｅ 
• ６時間目   Science(理科)         Ｌｅｔ‘ｓ ｍａｋｅ ｓｌｉｍｅ！ 
• ７時間目 Ｐ．Ｅ(体育）          Ｔｒｅａｓｕｒｅ Ｈｕｎｔｉｎｇ 
  
 



平成２６年度の参加者 概要 

スタッフ   実施代表 石井重光 
     総合指揮者 永原秀樹 
     支援の会 会員 １６人 
     ネイティブ 大人２人 中学生女子 １人 

          （アメリカ３人） 

帝塚山学院大学    学生４人 
オンタリオ派遣学生     １人 
 
参加児童 ３１人 

 



スタッフの自己紹介です。 



どこかに緊張感がただよっ
ています。 



コースターで名札を作りました。 

 



社会科 パスポートゲームです 

英語で名前や、年齢、好きな食べ物や色などを聞かれます。 
 
答えるとスタッフから サインとスタンプがもらえます。 



一生懸命に聞いて、答えています。 

  



Ｍｕｓｉｃ        “Let it go!  ♬” 



Ｈｏｍｅ ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ 
Curry and Rice 

  



Arts and Crafts  
Make your own Dream Catcher! 

 



  



Lunch Time 

 



Math         Bingo Game 

  



Ｉｃｅ Ｔｉｍｅ 

  



Let’s make slime! スライムを作ろう！ 
 

準備物をかくにんしよう 

① ジップロック ②おわん ➂わりばし ④計量用プラスチックコップ ⑤スプーン ⑥水  

⑦洗たくのり 

 

後でスタッフからもらうもの 

⑧絵の具（赤、青、黄から１色選べます） 

⑨ホウ砂水 ＊取り扱いに注意！ 下記に書いてあることを必ず守りましょう 

 

1. スライムをさわった後は、必ず手を洗いましょう。 

2. 口や目に絶対に入れないで下さい。 

3. 小さい子供の手の届かないところに保管しましょう。 

 

 

手順： 

１、 おわんに水を６０mlを入れる（６０mlに印をした④プラスチックコップを使用） 

２、 赤、青、黄の絵の具の中から好きな一色選び、１のおわんに入れ混ぜる 

３、 １のおわんに６０mlの洗たくのりを加えよく混ぜる（④プラスチックコップを使用） 

４、 スタッフから計量されたホウ砂水２０mlをもらい、ゆっくり入れて混ぜる 

５、 スライム状になってきたらジップロックに入れる 

６、 ジップロックの上からさらにもむ 

７、 スライムで遊んだ後は手を洗う 

８、 ジップロックに入れた状態で持ち帰る 

 

おわんに水、絵の具、洗たくのり、ホウ砂水すべてが入りわりばしで混ぜます 

 

ジップロックに入れてさらに揉みます 



Science  “Let’s make slime! 

 



Ｐ．Ｅ．  Ｔｒｅａｓｕｒｅ Ｈｕｎｔｉｎｇ 



 



  



  











夕食時に 
全家庭に電話をして 
健康状態の把握をして終了しました。 
 

８月下旬にキャンプ内容の説明と記
念写真を各自に配布しました。 



平成２６年度キャンプについて 

• 児童の参加数（６年生が少ない） 
       学校によってチラシを配布していただいた。 

 
• 児童の健康管理をしっかりと行えた。 

 
• 多くのＮ．Ｓ．の協力を得たい。 

 
 
 



平成２７年度 予定 

平成２７年８月５日(水曜日） 

英語 ディキャンプ 

「市民ふれあいの里」 



活動予定内容（日程） 

５日   １日のディキャンプとする 

      ９時３０分ごろから１６時までにする。 

 理由 各小学校から案内の送付  (活動内容を詳しくする） 

     児童の健康への配慮 

     外国人スタッフの協力  

 

活動内容 活動内容の充実を図る。 

     活動時間を多くする。 

     英語のゲーム、 

     英語絵本の読み聞かせなど 





平成２８年度の計画 

未定だが、実施したい！ 

新たな企画を用意して！ 

 大阪狭山市を離れてはいかがか？ 

  対象は？ 

 親子で１泊はどうか？ 

 留学生と一緒はどうか？ 

子どもが楽しかったと言える企画を組みたい！ 

  



助成金を有効に活用させていただきます。 
よろしくお願いいたします。 


