
御堂筋オータムパーティー2016　御堂筋ランウェイ

大阪・光の饗宴2016　大阪の夜を彩る光のミュージアム

英語教育を推進しています英語教育を推進しています

　グローバル社会において活躍し貢献できる人材を育成するため、英語教育の強化を図っています。
義務教育の早い段階から生きた英語に触れる機会を増やし、積極的に自分の考えや意見を伝えること
のできる英語コミュニケーション能力の育成を図ります。

　市長は、8月にアメリカ合衆国（サンフランシスコ市、シリコンバレー）を訪問し、姉妹都市であるサ
ンフランシスコ市とのさらなる連携強化や、イノベーション分野におけるトップセールスなどに取り
組みました。この出張の成果を、高校生派遣プログラムの創設や、起業家支援の充実など、市政に反映
するよう努めます。

　９月の市長によるシンガポール共和国・ベトナム社会主義共和国ホーチミン市への海外出張につい
て、報告会を開催します。観光を基盤とした地域経済の活性化に関するシンガポールの取り組み事例
などについて、市長からの報告や質疑応答などを予定しています。

今後も、特別職の海外出張については、成果や経費などを市民の皆さんに公表するとともに、市政の活
性化につなげていきます。詳しい内容は、ホームページをご覧ください。

■小学校低学年からの英語教育を拡充
　英語で絵本のお話を聞き、英語で歌を歌い聴
くことで、音と文字のつながりを学び、「聞く」
「話す」「書く」「読む」力を段階的に育成します。
今年度は小学校188校（予定）で、29年度には全
小学校で実施します。

■生きた英語に触れる機会を増やします
　小学校5・6年と中学校の全学年に※ネイティ
ブ・スピーカーを配置します。生きた英語を学ぶ
授業を各学級で年間17時間以上行い、外国の文
化に対する関心や理解度を深め、グローバル化
に対応できる人材育成につなげます。

■イングリッシュ・デイの開催
　希望する小・中・高校生を対象に、※ネイティブ・
スピーカーとともに集中的に英語を活用する体験
イベントを開催します。積極的に英語でコミュニ
ケーションを図ることで、教室で学んだ英語を実
践的に学習します。

■英語力の把握・検証を実施
　中学校全学年を対象に「大阪市英語力調査」を実
施します。生徒が自ら英語力を把握し、主体的に目
標を持って学習に取り組むきっかけをつかみ、ま
た、各学校が生徒の英語力や学習の習熟過程を把
握・検証し、学習指導の改善・工夫に役立てます。

アジア出張報告会を開催します

市長による海外出張の成果を市政に生かします

日　　　時  11月17日（木）19：00～20：00
  大阪イノベーションハブ
（グランフロント大阪ナレッジキャ
ピタル タワーC 7階）

対象・定員   市内在住・在勤・在学の方、100人
（先着順）

参　加　費  無料

申込締切日   11月10日（必着、メールは17：30まで）
  メールまたは往復ハガキで、参加者全員
（２人まで）の住所・氏名・代表者の電話
番号、市内在勤の方は勤務先名、市内在
学の方は学校名を書いて、〒559-0034 
住之江区南港北2-1-10 ＡＴＣビルＩＴＭ
棟４階、経済戦略局国際担当へ。
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　御堂筋に真っ赤なランウェイが出現！写真家・映画監督の蜷
にな

川
がわ

実
み

花
か

さんなどによるファッションステージや、陸上男子400ｍリレー
メダリストによるリレーパフォーマンス！大阪の魅力を感じる多彩
なプログラムを、ぜひ体感してください。
時　間  14：00～16：00　場　所  久太郎町３交差点～新橋交差点

★上質で華やかな御堂筋を歩行者に開放します！★

　全長約4ｋｍの光が御堂筋を彩
ります。8つのエリアに合わせた
カラーで、大阪を訪れる人々を
やさしく包み込みます。
日　時   11月20日（日）～来年1月

9日（月・祝）17：00頃～
23：00

場　所   阪神前交差点～難波西口
交差点

イメージパース

御堂筋イルミネーションの一部区間を一夜限りで歩行者に開放します !
普段は歩くことができない車道からのイルミネーションは必見！
時　間  17：00～19：00　場　所  久太郎町3交差点～新橋交差点

★大阪・光の饗宴2016開宴式★

★御堂筋イルミネーション2016★

大阪市総合コールセンター

● 図 枠内が車両通行禁止にな
ります。図 枠内は全て駐停車
禁止です。

● 規制時間は、現場の状況により変
更されることがあります。
● 周辺の道路は、すべて駐車禁止
です。会場周辺は大変混雑しま
すので、自動車等でのご来場は
ご遠慮ください。詳しくは、御堂
筋パーティー2016実行委員会事
務局（06-6210-9304または06-
6469-5167／11月20日のみ06-
6243-9177）へお問い合わせく
ださい。
● 規制時間中、路線バスは一部運休
やう回運行します。
市営交通案内センター：06-6582-
1400（8：00～20：00 年中無休）

● 市営交通以外、会場周辺にあるバ
ス停に関し、運行を一時変更され
る会社があります。
● 会場および周辺の路上において、
ドローンおよびそれに類する無人
飛行物の持ち込み・操縦・飛行など
を禁止します。

ご協力をお願いします
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