
英語ディキャンプ ２０１５
第6回

場所 市民ふれあいの里

平成２７年度大阪狭山市市民公益活動補助金事業

平成27年8月5日 日帰り



• 平成２２年４月 ＮＰＯの認可を受ける。
• 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）

年間約1050時間を支援

• 平成２５年度 他の事業

「英語絵本の読み聞かせ会」(幼児から低学年児童）

市教委と合同で教員対象研修会の開催(7月、8月）

• 平成２８年度 新事業 市内公立幼稚園 年長組 年間30単位

遊びやゲームを通して英語の楽しさを知る。

NPO 
「大阪狭山小学校英語活動支援の会」



英語キャンプの目的

•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。



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

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

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

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

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30人 ２６人参加

• 平成27年度 第6回 募集30人 当初４０人予約 ３９人で実施



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 （1泊2日）



平成２３年度 第２回 （1泊2日）
オンタリオからの学生とともに



２４年度 第３回



平成25年度 第4回 ディキャンプ

• Ｍｏｍｏｔａｒｏ ラミネートして紙芝居風に!!



平成26年度 英語ディキャンプ



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

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

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

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

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30人 ２６人参加

• 平成２７年度 第6回 募集30人 当初４０人予約 ３９人で実施



 

  

実施日時：   平成２７年８月５日(水) 午前９時３０分受付、１０時活動開始～１６時まで 

定  員：  ４０人（定員になり次第締め切ります。） 

場  所：  「市民ふれあいの里」 

申し込み方法: 案内チラシが「市役所、南館、コミュニティセンター、公民館、社会教育センター、 

        市民ふれあいの里、各小学校等」にあります。必要事項を記入しお申し込みください。 

内  容：   昨年の活動紹介 

（理科）スライムを作ろう 
パスポートゲーム(社会科) 

Let it go!（音楽） 

（算数）ビンゴ

ゲームで商品

ゲット 

（家庭科） 

カレー作り 

（図工） 
（体育） 

宝箱を見つけてお土産をゲット！ 

スタッフ一同、皆さんの参加をお待ちしています 

主催  NPO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 

第６回 市民ふれあいの里 英語ディキャンプ 案内 

ドリームキャッチャ

ーを作りました。 

掲示用ポスター 



「第６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(水曜日)  9 : 3 0受付、１０時 ～1６時  

* 対象 ： 小学４年生から６年生の児童 ４０人 定員に達し次第閉め切ります 

* 場所 ：市立市民ふれあいの里 募集開始：７月１

日          。         平成２７年度大阪狭山市市

民公益活動補助金事業 

* 内容 ：英語の歌やゲームをして楽しみます。 

もちろん英語を知らなくても大丈夫です！            

楽しい外国人スタッフも参加 ！ 

* 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  e-mail: fwis8431@mb.infoweb.ne.jp  

申込書は、市役所、コミュニティセンター、市民活動支援センター、公民館、社会教育センター、

総合体育館に置いてありますので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         

日帰り 

絶対に楽しい 



平成27年度 英語ディキャンプ



平成27年度 英語ディキャンプ



平成27年年度活動予定プログラム
活動予定（下線部指導者用） 

８月５日 

 9 時 30 分 集合・受付開始（参加費を受け取り、領収書と名札を渡してください。（健康チェック、集金箱） 

      名札、紐は、永原が用意  

      集金と共に健康面に異常がないか聞いてください。 

      名簿の色分け（班分け）に従って、名札の紐の色を児童に渡してください。 

      領収書は、古川さんが作成してくれています。 

   集金箱は石井が持参します。受付用、筆記用具（ボールペン、はさみ）は石井が用意します。 

 9時 45分 Opening ceremony (開会式) 

       司会 真木 井手 

       挨拶   石井 （水分補給と体調管理をお話しします） 

       スタッフ紹介（自己紹介）支援の会⇒学生⇒ネイティブの紹介（地図を用意） 

       班分けで行動開始（紐で色分け）アメリカ人大人４人、中１．小３、小１がNSです。 

       赤（児童５+Brennea&Aiko）,青（児童６+Adam＆Sakai）緑（児童５+Matthew&Itani） 

黄（児童６＋Ryan&Itou）茶色（児童５+Sakura&Iwamoto）白（児童５+Sachiko&Kitada）  

オレンジ（児童６+Gyoda）  計 ３８人（内男子 ５人）+１３名（NSを含む） 

支援の会スタッフは臨機応変に班の応援にお願いします。 

特にオレンジ班にNSがいないのでよろしくお願いします。  

9 時 55 分  名札作り（ローマ字で書く。スタッフの確認を取ってから記入する。スタッフは子どもの中へ） 

以下の活動の総合司会と時間調整は永原が運営をしながら行う。ファースト ネームを油性マジックで書く 

 

1時間目  10：15～10：30  （為村） 

      Social Study (社会科)  Passport Game アメリカ（アダム）イギリス（ブレアンヌ）     

オーストラリア（マシュー）カナダ（ライアン）ニュージーランド（渡辺） 

       フランス（真木）スペイン（井手）イタリア（為村） スタッフ、学生もブースを手伝う 

 

       テーブルに飾ってある国旗の国に行って、質問に答えるアクティビティ 

       質問事項、名前、どこからきたのか、何が好きなのか、何をしたいのかなどを子どもに応じて

質問してください。各国の国旗を各ブースに設置 入国審査官は、パスポートにサインし、  

スタンプを押す。パスポート、国旗 スタンプ ボールペンは、永原が準備  

       ４年生児童にとって初めての英語体験の子どもがいます。 

日本人スタッフの上手な問いかけと発話の仕方をよろしくお願いします。 

2時間目  10：30～10：40  （渡辺） 

      Music (音楽）          Are you sleeping を歌おう（輪唱） 歌詞、ＣＤは永原が準備 

① みんなで練習 ② ２チームで輪唱 ③ ３チームで輪唱  

  ポカリスエットを配布して、ゴムバンドに着けた紙に書き込み、瓶に巻きつけます。 

3時間目  10：40～12：00  （為村）カレー食材の買い出し （コノミヤが配達：１０時３０分ごろ） 

      Home Economics （家庭科）  

                          子供たちが、リストに書いてある食材をもらいにいく 

             各テーブルに新聞紙を敷き詰め、ガムテープで固定します。 

             食材をやり取りする表現の仕方の導入をお願いします。 

             ジャガイモの芽をとることを特に用心させてください。 

５時間目  13:30~14:00  （真木） 

            Math（算数） Addition  

      班ごとにサイコロを転がして、トータルの数字を競う。各班から一人ずつ、フラフープの中に 

      サイコロを投げ入れる。スタッフが、ホワイトボードにスコアーを書いていく。総合点の多い班 

      からアイスクリームがもらえる。７回サイコロをふる。  

      Ice Break（アイスクリームは、教育委員会が用意） 

6時間目  14：00～14：30  （永原）材料の準備 （A4 厚紙用紙 作り方を書いた用紙）  

      Science （理科） Paper Planeを作ろう  飛距離を競うゲーム  

各自試験飛行をしたのち、代表飛行機を決め、三回飛ばす。三回のトータル飛行距離が 

得点になる。 

 7時間目  14：30～15：30  （永原）   

       Treasure Hunting （宝探し） 宝箱、地図、指示書 アルファベットは永原が準備 

        

       子どもたちは「暗号解読班」の一員となり、宝の地図をたよりに、アルファベットを見つけて 

       いく。アルファベットは封筒の中に、メッセージと一緒に入れられている。そのメッセージに従

い場所を移動。最初に全部のアルベットをつないで、正解の単語を作れたチームが優勝。途中で

Telephone Callの指示書があるので、スタッフの携帯を使用する。リス園に立ち寄って、リスに 

       エサをあげる指示もある。 

          

 終わりの会 15：30～15：45 

        集合写真を撮った後、振り返りノートに記録します。 

        振り返りシートの原稿用意  永原が準備 

 

15:50   解散  子どもたちの健康状態をチェックし、保護者にお渡しする。  



平成27年度を振り返って

• 39名の児童の参加を得た。

6回目である。

各施設へのポスター掲示、市広報・地域広報の利用。

各学校の協力を得て、学校内での掲示

• アメリカ人大人3人、子ども1人の協力を得られた。

•学生が6人来てくれた。

•調理前の材料を各班が購入するのに、売り切れが出た。

• 「歌と踊り、紙飛行機飛ばし」ができなかった。

•来年も参加したいという子どもが数人いた。



平成２８年度 予定

平成２６年８月未定

英語 ディキャンプ

「市民ふれあいの里」



第6回英語ディキャンプ


