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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  387名 441名 –54名 

学校会員  30校 32校 –2校 

賛助会員  12社 12社 ±0社 

合計  429名 485名 ‒56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） 
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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 小菅敦子  非常勤  東京女子大学等・教員 

理事 淡路佳昌  非常勤  大東文化大学・教員 

理事 大内由香里 非常勤  東京都荒川区立第九中学校・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 佐藤令子  非常勤  国士舘大学・教員 

理事 四方雅之  非常勤  成蹊中学高等学校・教員 

理事 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 松原知子  非常勤  成蹊大学・教員 

 理事 望月正道  非常勤  麗澤大学・教員 

 理事 山崎 勝  非常勤  埼玉県立和光国際高等学校・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 根岸雅史  非常勤  東京外国語大学大学院・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 入江 潤  非常勤  明星学園小学校・教員 

 評議員 江原一浩  非常勤  筑波学院大学・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 河村和也  非常勤  県立広島大学・教員 

 評議員 佐川靖子  非常勤  埼玉県川口市立東中学校・教員 

 評議員 靜 哲人  非常勤  大東文化大学・教員 

評議員 砂谷恒夫  非常勤  東京都立蔵前工業高等学校・教員 

評議員 千田 享  非常勤  埼玉県立浦和西高等学校・教員 

 評議員 永井淳子  非常勤  東京都市大学附属小学校・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 日髙由美子 非常勤  元昭和女子大学附属昭和高等学校・教員 

 評議員 松本剛明  非常勤  埼玉県立浦和高等学校・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 
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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  51歳 6ヶ月   12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 

  2017年度研究大会 

平成 29年 11月 19日 於 東京家政大学  参加者数：532名 

授業者・発表者：木幡琢人、砂谷恒夫、郷司雅子、中尾愛、川副理美、佐藤明子、仲光

り直子、松原木乃実、福永堅吾、北出義伸、曽根典夫、江原一浩、鈴木文也、木村祐太、

久埜百合、矢田理世 

 

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—」《前期》 於：当研究所 

第 1回 平成 29年 5月 21日「授業作りの基礎・基本」 

講師：小菅和也 参加者数：8名 

第 2回 平成 29年 6月 11日「導入から言語活動まで（文法事項中心）」 

講師：小菅敦子 参加者数：5名 

第 3回 平成 29年 7月 23日「導入（題材内容中心）」 

講師：江原一浩 参加者数：9名 

第 4回 平成 29年 9月 3日「音読から話す活動へ」 

 講師：吉田章人 参加者数：3名 

第 5回 平成 29年 10月 22日「聞く話す活動から書く活動へ」 

講師：馬場千秋 参加者数：7名 

 

  基礎講座「英語の授業は英語で—中学でも高校でも—」《夏期集中》 於：当研究所 

第１回 平成 29年 8月 9日「授業作りの基礎・基本」 

 講師：小菅和也 参加者数：7名 
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第２回 平成 29年 8月 9日「導入から言語活動まで（文法事項中心）」 

 講師：田島久士 参加者数：9名 

第３回 平成 29年 8月 10日「導入（題材内容中心）」 

 講師：矢田理世 参加者数：7名 

特別枠 平成 29年 8月 10日「綴りと発音の話」 講師：手島 良 参加者数：10名 

第４回 平成 29年 8月 11日「音読から話す活動へ」 

講師：淡路佳昌 参加者数：8名 

特別枠 平成 29年 8月 11日「テストの作り方」 講師：田島久士 参加者数：7名 

第 5回 平成 29年 8月 12日「聞く話す活動から書く活動へ」 

講師：山崎 勝 参加者数：6名 

特別枠 平成 29年 8月 12日「授業に役立つプレゼンソフト活用術」 

講師：草間浩一 参加者数：9名 

 

  基礎講座「英語の授業は英語で—中学でも高校でも—」《後期》 於：当研究所 

第 1回 平成 29年 11月 5日「授業作りの基礎・基本」 

 講師：浅野伸子 参加者数：12名 

第 2回 平成 29年 12月 23日「導入から言語活動まで（文法事項中心）」 

 講師：大内由香里 参加者数：19名 

第 3回 平成 30年 1月 28日「導入（題材内容中心）」 

 講師：四方雅之 参加者数：13名 

第 4回 平成 30年 2月 18日「音読から話す活動へ」 

 講師：淡路佳昌 参加者数：13名 

第 5回 平成 30年 3月 21日「聞く話す活動から書く活動へ」 

講師：山崎 勝 参加者数：10名 

 

 

  特別講座 2017「名人の授業に学ぶ」 

平成 29年 4月 29日  於：大東文化会館 講師：吉田章人 参加者数：70名  

 「教科書の題材中心の Oral Introductionから、生徒同士のコミュニケーション活動へ」 

 

 

  小学校英語指導者養成講座 

第 4回ワークショップ 2017年 6月 3日 於：成城ホール集会室 参加者数：30名 

小学校英語も「英語を英語で」！ 第 1回 ~ゲーム感覚で「音」の作り方を実習します～ 

  講師：久埜百合 
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第 5回ワークショップ 2017年 8月 23日 於：成城ホール集会室 参加者数：31名 

小学校英語も「英語を英語で」！ 第 2回 ~ゲーム感覚で「音」の作り方を実習します～ 

講師：久埜百合 

第 16回セミナー 2017年 8月 24日  於：成城ホール集会室 参加者数：50名 

～小学校 4年間の英語教育を充実させるために～ 

講師：久埜百合、相田眞喜子、海崎百合子、永井淳子、松原木乃実、渡辺麻美子 

第 17回セミナー 2017年 12月 26日 於：成城ホール集会室 参加者数：55名 

～領域「話すこと（やり取り）」・「話すこと（発表）」と指導の視点～ 

講師：久埜百合、相田眞喜子、佐藤令子、松原木乃実、渡辺麻美子 

     第 6回ワークショップ 2018年 1月 20日 於：成城ホール集会室 参加者数：25名 

       子どもにとって“やり甲斐のある”やり取り   

講師：久埜百合、相田眞喜子、海崎百合子、松原木乃実 

     第 7回ワークショップ 2018年 3月 29日 於：成城ホール集会室 参加者数：35名 

       子どもにとって“やり甲斐のある”やり取り Part 2 

講師：久埜百合、永井淳子、渡辺麻美子 

第 18回セミナー 2018年 3月 30日  於：成城ホール集会室 参加者数：37名 

～子どもの「分かった感」を高める授業の作り方～ 

講師：久埜百合、相田眞喜子、佐藤令子、四方雅之 

 

 

  語学指導法に関する学生向けの講習会の開催 

平成 29年 5月 14日 「教育実習に行く前に」 

  講師：馬場千秋   於：東京学芸大学 参加者数：21名 

平成 29年 8月 6日 「模擬授業度胸をつけよう」 

講師：田島久士 於：当研究所 参加者数：１名 

平成 30年 2月 17日 「小中連携を考えよう」 

講師：粕谷恭子 於：当研究所 参加者数：11名 

 

 

出版物 

 『語研ジャーナル』第 16号（平成 29年 11月 19日）  

 『語研ブックレット６』（平成 29年 11月 19日） 

 

 

2. 重要な契約に関する事項 

（該当事項はない） 
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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 29年 4月 24日  料金表、29年度各種講習会など 

第 2回理事会 平成 29年 5月 15日  評議員会向け資料、研究大会発表者の資格 

など、 

第 3回理事会 平成 28年 7月 14日  「料金表」、市河賞終了に伴う日本英語学会 

内「基金」創設など 

第 4回理事会 平成 29年 9月 19日  パーマー賞の副賞、事務員人事など 

第 5回理事会 平成 29年 10月 17日 研究大会、免許更新制度の更新講習開設 

の可能性、増収対策など 

第 6回理事会 平成 29年 12月 12日 研究大会反省（実践発表）、出張講師制度、 

若林俊輔著作集出版など 

第 7回理事会 平成 30年 1月 15日  研究大会反省、30年度各種講習会、 

     若林俊輔著作集見積りなど 

第 8回理事会 平成 29年 2月 22日  29年度研究大会日程、30年度予算、 

    30年度各種講習会、30~31年度人事など  

第 9回理事会 平成 30年 3月 6日  30年度予算・30年度各種講習会など 

 

 

【評議員会】 

  開催日   主な議事事項 

第 1回評議員会 平成 29年 6月 11日  平成 28年度計算書類（決算）、事業報告 

第 2回評議員会 平成 30年 3月 21日  平成 30年度予算、事業計画 
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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 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

経常収益合計 6,130 6,383 5,991 5,693 

経常費用合計 6,345 6,062 7,111 6292 

当期経常増減額 ▲214 320 ▲1,119 ▲599 

当期経常外増減額 ▲8,048 ‐ ‐ ‐ 

当期一般正味財産増減額 ▲8,262 320 ▲1,119 ▲599 

資産合計 54,758 55,057 54,614 54,319 

負債合計 137 116 792 1,097 

正味財産 54,620 54,941 53,821 53,222 

 

 

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。 

 


