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事業報告 
 

I 法人の概況 

1. 設立年月日  1923（大正 12）年 5月 1日 

 

 

2. 定款に定める目的 

この法人は、外国語教育に関する調査研究に基づき、外国語教育の方法等の改善策を策定し、その普及を図

り、もってわが国における外国語教育の発展に寄与することを目的とする。 

 

 

3. 定款に定める事業内容 

この法人は、次の各号の事業を行なう。 

（1） 外国語教育の振興に関する研究ならびに実験 

（2） 外国語教育に関する調査 

（3） 外国語教育の改善に必要な施設の運営 

（4） 外国語教育に関する資料等の編纂作成、刊行ならびに外国語教育に関する雑誌等の発行 

（5） 外国語教育の振興に関する各種会合の開催 

（6） その他目的を達成するために必要な事業 

 

 

4. 所管官庁に関する事項 

（該当事項はない） 

 

 

5. 会員の状況 

 種類  当期末 前期末 前期末比増減 

一般会員  434名 437名 －3名 

学校会員  32名 31名 +1名 

賛助会員  12名 12名 +－0名 

合計  478名 480名 －2名 

  

 

6. 主たる事務所の状況 

事務所  東京都荒川区西日暮里 6-36-13 サザンパレス西日暮里 102 号室 

（平成 26年 11月 16日移転。旧住所：東京都文京区本郷一丁目 35番 28号 メゾンドール本郷 901号室） 



7. 役員等に関する事項 

役職 氏名  常勤・非常勤の別 担当職務・現職 

所長 小菅和也  非常勤  武蔵野大学・教員 

理事長 手島 良  非常勤  武蔵高等学校中学校・教員 

常務理事 小泉 仁  非常勤  東京家政大学・教員 

理事 淡路佳昌  非常勤  帝京科学大学・教員 

理事 大内由香里 非常勤  東京都江戸川区立瑞江第三中学校・教員 

理事 海崎百合子 非常勤  田園調布雙葉小学校・教員 

理事 小泉 仁  非常勤  東京家政大学・教員 

理事 小菅敦子  非常勤  東京学芸大学附属世田谷中学校・教員 

 理事 佐藤令子  非常勤  東京国際大学・教員 

理事 四方雅之  非常勤  成蹊中学高等学校・教員 

理事 砂谷恒夫  非常勤  東京都立蔵前工業高等学校・教員 

理事 田島久士  非常勤  東京都大田区立糀谷中学校・教員 

理事 八宮孝夫  非常勤  筑波大学附属駒場中・高等学校・教員 

 理事 馬場千秋  非常勤  帝京科学大学・教員 

理事 藤井昌子  非常勤  文教大学・教員 

監事 浅野伸子  非常勤  東京都立小山台高等学校・教員 

監事 草間浩一  非常勤  武蔵高等学校中学校・教員 

 

 評議員 内野明和  非常勤  元香蘭女学校中等科・高等科・教員 

 評議員 河野雅昭  非常勤  筑波大学附属高等学校・教員 

 評議員 市川容子  非常勤  横浜国立大学附属鎌倉小学校・教員 

 評議員 卯城祐司  非常勤  筑波大学大学院・教員 

 評議員 江原一浩  非常勤  筑波大学附属高等学校・教員 

 評議員 及川 賢  非常勤  埼玉大学・教員 

 評議員 粕谷恭子  非常勤  東京学芸大学・教員 

 評議員 高橋一幸  非常勤  神奈川大学・教員 

 評議員 千田 享  非常勤  埼玉県立蕨高等学校・教員 

 評議員 中山健一  非常勤  桐朋中学高等学校・教員 

 評議員 日高由美子 非常勤  昭和女子大学附属昭和高等学校・教員 

 評議員 松原知子  非常勤  成蹊大学・教員 

 評議員 松本剛明  非常勤  埼玉県立久喜高等学校・教員 

 評議員 望月正道  非常勤  麗沢大学・教員 

 評議員 山崎 勝  非常勤  埼玉県立和光国際高等学校・教員 

 評議員 吉田章人  非常勤  日本女子大学附属高等学校・教員 



 

8. 職員に関する事項 

職員数  前期末比増減 年齢  勤続年数 

男子 0名  ±0  該当なし  該当なし 

女子 1名（非常勤*） ±0      48歳 6ヶ月   9年 2ヶ月   *週４日勤務 

 

 

9. 許認可に関する事項 

（該当事項はない） 

 

 

II 事業の状況 

1. 事業の実施状況 

語学教育に関する研究発表大会の開催 

 2014年度研究大会 

26年 11月 22日~23日 於 東京家政大学  参加者数：593名 

発表者：江原一浩、小松亜希、千田 享、郷司雅子、市川容子、松原木乃実、渡辺麻美

子、久埜百合、相田真喜子、入江 潤、曽根典夫、石川ひろみ、山根千明、一ノ瀬麻子、

佐川美香、鈴木文也、中井潤一郎。 

 

語学指導法に関する英語教員向けの講習会の開催 

  基礎講座「英語の授業は英語で—中学でも高校でも—」  於：当研究所 

第 1回 26年 5月 18日 講師：小菅和也 参加者数：10名 

第 2回 26年 6月８日 講師：田島久士 参加者数：３名 

第 3回 26年 7月 21日 講師：山崎 勝 参加者数：11名 

第 4回 26年 9月 14日 講師：淡路佳昌 参加者数：10名 

  基礎講座 夏期集中  於：文京区民センター 

第１回 26年 9月 29日 講師：小菅和也 参加者数：15名 

第２回 26年 11月 4日 講師：田島久士 参加者数：15名 

第３回 26年 12月 23日 講師：山崎 勝 参加者数：17名 

第４回 27年 1月 26日 講師：淡路佳昌 参加者数：15名 

第５回 27年 2月 11日 講師：小菅敦子 参加者数：５名 

第６回 27年 2月 11日 講師：四方雅之 参加者数：５名 

  基礎講座「指導技術編」  於：当研究所 （第１回のみ筑波大学附属高等学校） 

第１回 26年 10月 12日 講師：江原一浩 参加者数：12名 

第 2回 26年 12月 14日 講師：小泉 仁 参加者数：７名 



第 3回 27年 1月 11日 講師：大内由香里 参加者数：７名 

第 4回 27年 2月 11日 講師：手島 良 参加者数：14名 

第５回 27年 3月 15日 講師：草間浩一 参加者数：12名 

 

  特別講座「英語ですすめる授業の実際」 

26年 4月 27日 於：東京家政大学 参加者数：94名 講師：安西深雪・津久井貴之 

 

  小学校英語指導者養成講座 

第 7回セミナー 26年 8月 23日 於：成城ホール集会室 参加者数：32名 

講師：久埜百合、新里眞男、入江潤 

第 8回セミナー 26年 12月 26日 於：成城ホール集会室 参加者数：41名 

講師：久埜百合、永井淳子、新里眞男 

第 9回セミナー 27年 3月 29日 於：成城ホール集会室 参加者数：48名 

  講師：久埜百合、名渕后江、塩井博子 

 

  語学指導法に関する学生向けの講習会の開催 

26年 4月 26日 於：東京家政大学 参加者数：37名 

  講師：馬場千秋  

26年 5月 10日 於：当研究所 参加者数：6名 

  講師：吉田章人  

 

出版物 

 『英語指導技術ガイド Q&A̶̶授業の悩みにこたえる 26のレシピ̶̶』開拓社（26年 5月 12日） 

 『語研ジャーナル』第 13号（26年 11月 22日）  

 

2. 重要な契約に関する事項 

（該当事項はない） 

 

 

3. 役員会等に関する事項（理事会・評議員会・総会等） 

【理事会】 

  開催日   主な議事事項 

第 1回理事会 平成 26年 4月 17日  研究大会、研究グループ創設など 

第 2回理事会 平成 26年 5月 13日  研究大会、移転など 

第 3回理事会 平成 26年 6月 6日  24年度事業報告・計算書類の確認、 

研究大会、出張講師制度など 



第 4回理事会 平成 26年 7月 16日  研究大会、移転、出張講師制度など 

第 5回理事会 平成 26年 9月 19日  研究大会（三賞受賞者）、移転、 

     基礎講座申込方法の改善など 

第 6回理事会 平成 26年 10月 17日 研究大会、移転、紙版『語研だより』の 

廃止時期など 

第 7回理事会 平成 26年 12月 11日 27年度基礎講座、出張講師制度など 

第 8回理事会 平成 27年 1月 23日  27年度予算・基礎講座など 

第 9回理事会 平成 27年 2月 20日  27年度予算・基礎講座など 

第 10回理事会 平成 27年 3月 13日  27年度予算・事業計画・基礎講座・ 

     同研究大会、学生研修室のあり方など 

【評議員会】 

  開催日   主な議事事項 

第 1回評議員会 平成 26年 6月 21日  平成 25年度計算書類、事業報告 

第 2回評議員会 平成 27年 3月 21日  平成 26年度予算、事業計画 

 

 

4. 収支及び正味財産の増減の状況並びに財産の状態の推移 

（単位：千円） 

事業年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

経常収益合計 6,481 6,352 6,485 6,130 

経常費用合計 6,610 6,511 5,910 6,345 

当期経常増減額 ▲930 ▲930 574 ▲214 

当期経常外増減額 - - - ▲8,048 

当期一般正味財産増減額 ▲129 ▲129 574 ▲8,262 

資産合計 62,676 62,366 63,065 54,758 

負債合計 208 57 181 137 

正味財産 62,467 62,309 62,883 54,620 

u 

III 法人の課題 

定款に定める法人の目的に則り、その事業をより一層充実・拡大したものにしていく必要がある。 

 

IV 株式保有している場合の概要 

（該当事項はない） 

 

V 決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実 

（該当事項はない） 



附属明細書（事業報告関係） 

 

該当事項はありません。 

 


