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佐世保で英語に
楽しく触れる

リーディングプロジェクト

 英語が話せる街佐世保

多くの外国人が住み、国際色豊かな風土を持つ佐世保。本市

では平成 29 年度から、この恵まれた環境を生かし、グロー

バル人材が育つまちを目指して「させぼ暮らし＝英語が身に

付く」という新しいまちの魅力を創ることを目的に、このプ

ロジェクトに取り組んでいます。今回の特集では、各種イベ

ントや本年度から本格的にスタートする English 出前プログ

ラム、その他、地域を生かした取り組みなどを紹介します。

皆さんも身近にあふれる英語に触れてみませんか。

リーディングプロジェクト 英語が話せる街佐世保

◦子どもたちの異文化理解や英語教育・
学習環境の充実を図り、グローバル人
材育成の基盤を形成

教育センター事業、国際理解・交流能力
育成事業

※その他、観光や産業など学び（教育）以外
の多様な展開。

英語シャワー事業

◦市民の外国文化や外国人に対する親近感
と英語に対する関心・学習意欲を喚起

◦市民のライフスタイルやライフステー
ジ、学習意欲に応じた発展性のある英語
学習環境の構築

英語で交わるまち SASEBO プロジェクト

全ての市民が英語や外国文化に触れ
実践できる環境の整備

子どもたちの教育環境の充実

英語・外国文化に携わる民間・個人・団体

プロジェクトを進める 4 つの観点に基づき、市民のライフスタイ
ル・ライフステージに応じた取り組みを、市内の至る所で継続的・
日常的に展開することで「英語が話せる街」という街の魅力が定着
することを目的としています。

プロジェクトを進めるの 4 つの観点

日常的佐世保
ならでは

継続的 チャレンジ
しやすい

英語を
楽しむ

英語シャワー事業の一つ「Sasebo Expo」に参加された皆さん

佐世保に来れば
英語が話せる

佐世保に住めば
英語が身に付く



English 出前プログラム
本年度から本格的に実施するこのプログラムは、皆さん
が主催する学習活動に講師を紹介する制度です。「英語に
チャレンジしたい！」「外国文化に触れてみたい！」そん
な希望に応えるために、本市に登録した講師陣が、英語
を交えたさまざまなレクリエーションや料理教室などの
楽しく学べる学習メニューを皆さんの元へお届けします。

申込方法など
場所　市内会場（公民館や学校、児童クラブなど）
　　　※会場は主催者（申込者）が手配してください。
内容　英語で取り組む料理・ダンス・ゲームや、外国文

化の紹介など（約 1 時間）
対象　5 人以上の市内の団体
申込　希望するメニューや開催希望日時などを申請書に

明記し、English 出前プログラム事務局へ E メー
ル（freeman.soken@gmail.com）か社会教育課
へファクス（37-6137）で申し込んでください

〆切　開催希望日の 20 日前
※講師謝礼はメニューによって異なります。金額によっ

て補助制度があります（同一団体で年度内 1 回限り）。
※メニューや申請書など、詳しくは市ホームページをご

覧になるか、お尋ねください。

「English 出前プログラム講師」に登録しませんか
本市ではプログラムの講師を随時募集しています。これ
までの経験や習得された知識を生かしてみませんか。
プログラムの内容
・英語を使って積極的なコミュニケーションを促すもの
・英語や外国文化に興味・関心を高めるもの
・おおむね 1 時間程度のプログラム

※講師の登録要件＝成人であること（国籍は問いません）。
※プログラム実施に必要な利用料金は講師が設定してく

ださい。
※登録方法など詳しくは社会教育課にお尋ねください。

English ステーション
個人で参加したい人向けに、English 出前プログラムを
活用した教室を教育委員会が各地区公民館などで開催す
る予定です。開催メニューや日程など詳しくは市ホーム
ページなどでお知らせします。

Sasebo Expo
文化体験を通じて国際交流を深めるイベントです。会場
では書道や生け花などの日本文化や科学実験などのブー
スに日本人と外国人が一緒に参加して交流を深めます。

国際交流大運動会
パン食い競争や綱引きなど運動会の種目を通じて交流を
深めるイベントです。日本人と外国人混合でチームを編
成し、対抗戦で楽しみながら競技に取り組みます。

Sasebo E Channel
佐世保に住む外国人と英語を学びたい日本人向けに本市
のイベント、観光、グルメ、生活情報などを英語と日本
語の 2 カ国語で発信しています。英語記事には日本語の
解説も掲載していますので、英語学習のテキストとして
もご活用ください。
また、英語が学べる動画の配信も行っています。日頃慣
れ親しんだ言葉で、英語を身近に楽しく学べます。

問社会教育課 ☎ 24-1111
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E-channel ホームペー
ジはこちらからどうぞ

英語シャワー事業
市内にあふれている英語や外国文化を市民
の皆さんがシャワーのように浴びることが
できる環境を整え、市民の皆さんに英語や
外国文化への親しみや興味・関心を持って
もらうことを目的とした事業です。

English 出前プログラム
アメリカ文化をバイリンガル腹話
術で紹介するメニュー

English ステーション
「英語で教わるヨガ教室」

Sasebo Expo

国際交流大運動会

官民連携で魅力を創出

地域特性を活用し
市民と行政が

一緒に考え事業を
創り上げる

行政 市民

外国人
関係者

国際
交流団体

市ホームページはこち
らからどうぞ
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英語シャワー事業や学校教育関連以外でもさまざまな場面で
英語や外国文化に触れる活動を展開しています。
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地域を生かした多様な取り組み

英語 de 図書館
米海軍佐世保基地の隊員や市内在住の外国人
との交流を深め、お互いの文化や環境を知る
ことを目的にさまざまなイベントを 1 年を通
して行っています。佐世保ならではの体験を
してみませんか。
※イベントは不定期に開催していますので、

日程についてはお尋ねください。
問図書館 ☎ 22-5618

英語で交わるまち SASEBOプロジェクトを
推進するALTの先生と教育委員会の皆さん

Fun English Camp

市内の全公立小学校、義務教育学校（前期課程）に本市
在住の外国人が訪問し、授業の中で英語実用体験のプロ
グラムを行います。
対象　小学 4 年生

昨年度の参加者（中学生）の声
・会話を楽しみながら英語を覚えることができた
・とても楽しく英語を学ぶことができた
・知らなかった英語も上手に言えた
・もっと英語を覚えて外国人と話してみたい
※昨年度は公立中学生を対象に事業を実施しました。
問学校教育課 ☎ 24-1111

Challenge English Camp
実生活に近い場面設定の中で実践的に英語を活用した
り、英語を用いて意見交換等したりしながら、英語の必
要性や異文化理解を深めるとともに、英語のスキルアッ
プを目指す英語実用体験のプログラムを夏休み期間中に
行います。
対象　参加を希望する市内の公立中学生
問学校教育課 ☎ 24-1111

Active English Camp
各学校が独自に開催するイングリッシュキャンプを支援
するため、市内の各中学校に ALT を派遣します。
対象　希望する各中学校
問学校教育課 ☎ 24-1111

英語指導力向上研修
小学校における英語教育の教科化や中学校の授業改善に
向けて、地域人材を活用した英語指導力を向上するため
研修などの充実を図ります。
対象　市立小・中学校、義務教育学校教員
問教育センター ☎ 76-7331

「多文化交流ネットワーク」事業
～つながる、つなげる、解決する～

"Multicultural Exchange Network"
～ Exchange, Connect & Solve ～

本年度から新たに多文化交流ネットワークを整備します。国
際政策課が事務局となり、市民や団体の得意分野をつなげて、
外国人住民や観光客のサポートに取り組みます。今後の具
体的な取り組みは、市ホームページや本紙でお知らせしま
す。
問国際政策課 ☎ 24-1111
Starting this year, we are going to launch a 
"Multicultural Exchange Network" which connects 
Sasebo's multicultural powers with each other. With 
this network, we will be able to support and connect 
international residents and tourists within Sasebo. 
More details are coming soon.

Contact：International policy division
Email：koksai@city.sasebo.lg.jp

佐世保市外国人観光客
ウェルカムサポーター

本市を訪れる外国人観光客のための通訳補助等の活動を
行うボランティア制度を運営しています。現在 70 人（う

ち英語登録は 59 人・複数言語の登録ができます）の方に
ご登録いただいています。登録方法や活動内容など詳しく
はお尋ねください。
問国際政策課 ☎ 24-1111

SASEBO de ENGLISH

市政広報番組「キラっ都させぼ」において、市内の名所や
名物を題材とした普段の生活で使える簡単な「佐世保なら
では」の英会話を紹介しています。本年度は 6 月から放送
します。
問秘書課 ☎ 24-1111

2 カ国語による庁内放送
多言語音声翻訳アプリ等を利用して、市役所本庁舎と中央
保健福祉センターの庁内放送の英語放送を行っています。
問戸籍住民窓口課 ☎ 24-1111

本市の公立小・中学校、義務教育学校の児童生徒を
対象に、さまざまな Sasebo English Camp（英語
体験活動）を実施します。開催日などは今後学校な
どを通してお知らせします。

子どもたちの教育環境を
充実させる取り組み

特集に関する問い合わせ　社会教育課　☎ 24-1111
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