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一般財団法人 語学教育研究所

2019 年度 研究大会（第一次案内）
一般財団法人 語学教育研究所（通称「語研」）は、1923（大正 12）年、Harold E. Palmer
博士を初代所長に迎え、「英語教授研究所」として発足しました。それ以来今日に至るまで、常
に日本の語学教育の発展・改善に貢献しています。1924（大正 13）年の第 1 回研究大会以降、
1945（昭和 20）年を除いて毎年研究大会を開催し、さまざまな実践や提言をしてきました。今
年度は 96 年目となります。小・中・高の新学習指導要領が来年度から順次実施されます。小学
校での外国語（英語科）の教科化も本格化します。大学入試への民間試験導入については、問題
点の指摘や反対意見も少なくなく、日本の英語教育は、変革と同時に混乱もあるようです。しか
し、ことばの教育の本質は、そう簡単に変化するわけではありません。語研は常に本質を見据え
て「英語教育」を考え、主張や提案をしてきました。今年度も 1 日開催となりますが、その分
内容を一層充実させ、参加される皆様にとって、有意義な１日となることを切に願っています。

期 日

2019 年 11 月 17日（日）

会 場

武蔵野大学 武蔵野キャンパス 1 号館（東京都西東京市新町1-1-20）

参加費

語研会員の方 ………… 無 料
会員でない方 一般 … 3,000 円
学生 … 1,000 円

お問合せ 研究大会についてのお問い合わせは語学教育研究所まで。
会場の武蔵野大学にはお問い合わせにならないようお願いいたします。
※事前の参加申し込みは必要ありません。
※録音およびビデオ・写真等の撮影は固くお断りいたします。
※学内の食堂および売店はご利用になれませんので、昼食は各自ご用意ください。
ゴミの持ち帰りにもご協力願います。
一般財団法人 語学教育研究所
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 6-36-13 サザンパレス西日暮里 102
TEL 03-5901-9214

FAX 03-5901-9215

URL: http://www.irlt.or.jp/

一般財団法人 語学教育研究所

2019 年度研究大会プログラム
受付開始 9:00 １号館１階 〈以下、特に表示がない限り 会場は 2 階 1201 教室です〉
(1) 開会式 ............................................................................................................................ 9:20 〜 9:25
挨拶：研究所所長 小菅 和也（武蔵野大学）

(2) 会員総会 ........................................................................................................................ 9:25 〜 ９:50
司会：研究所常務理事 小菅 敦子（東京女子大学 他）

(3) 協議会 I .................................................................................................................... 10:00 〜 11:50
小学校英語教育研究：高学年の外国語科―授業つくりの提案
《第 10 研究グループ》
協議会 A
１階
1101 教室

３・４年生の外国語活動で培った力を土台に、５・６年生の外国語科の授業で、子どもた
ちにどのような経験を積ませたらよいでしょうか。高学年の学びの特性を生かした指導に
ついて、映像や実演を交えて具体的に提案します。

生かした授業のあり方を映像や実演も交えて提案します。

司会者：重枝
発表者：市川
新海
渡辺

治美 （神奈川県川崎市立小学校）
容子 （横浜国立大学附属鎌倉小学校）
かおる（埼玉県春日部市立武里小学校）
麻美子（カリタス小学校・明星学園小学校）

中学高校英語研究：やり取りと即興性を意識した言語活動の指導
協議会 B
１階
1102 教室

《第 26 研究グループ》
中学２年生と高校１年生の2 つの授業の抜粋をご覧いたただきます。日々の授業で、即興
性のあるやり取りが出来るようになるための適切な支援や留意すべき点について、参加者
の皆さんと考えたいと思います。

かした授業のあり方を映像や実演も交えて提案します。

発表者：杉内 光成（獨協埼玉中学高等学校）
千田 享 （埼玉県立浦和西高等学校）

休 憩 11:50 〜 12:50

協賛企業 展示・販売

9:30 〜 15:30

〈1 階 1103 教室〉

(4) 協議会 Ⅱ ................................................................................................................. 12:50 〜 14:40
授業研究：中学 3 年生
協議会 C
１階
1101 教室

《第 5 研究グループ》

１人の教師の授業をビデオに撮り、それを分析して授業改善を目指す研究です。授業撮影
と検討会を数回行います。参加者のコメントを付箋に書き込むという「付箋による分析」
を行っています。今年度の授業者は、教員歴 11 年目です。授業の精度を高め、地に足の
着いた指導を目指したいと考えています。いかなる状況においても、常に better than
before を目標に、授業改善にチャレンジします。

かした授業のあり方を映像や実演も交えて提案します。

司会者：日髙 由美子（東京都立立川国際中等教育学校）
授業者：木村 祐太 （石川県白山市立北星中学校）
助言者：小菅 敦子 （東京女子大学 他）

協議会 D

会員発表（公募）

１階
1102 教室

(5) 贈賞式 ........................................................................................................................ 14:50 〜 15:10
1) パーマー賞
2) 外国語教育研究賞
3) 若林俊輔奨励賞
(6) 公開授業（ビデオ）: 中学１年生 ................................................................. 15:15 〜 17:15
本校第１期生を 3 年間受けもって高校に送り出し、今年度は中学１年生を担当しています。教科書で
扱われている英文の概要や要点を自分の英語で誤解なく伝える活動をした上で、題材で扱われたテー
マについて自分の感想や事実を述べます。将来的に即興で伝えられるように、橋渡しとして「メモ書
き」に基づき限られた時間で自分の考えを構成できるよう指導します。

司会・解説者：髙橋 一幸（神奈川大学）
授業者：吉澤 孝幸（秋田県立秋田南高等学校中等部） 2018 年度パーマー賞受賞者

《学生の部》 ※学生の参加者のために「公開授業」の特別解説をします。
〈1 階 1101 教室〉解説者：久保野 雅史（神奈川大学）
〈1 階 1102 教室〉解説者：四方 雅之 （成蹊中学高等学校）

(7) 閉会式 ..................................................................................................................... 17:15 〜 17:20
挨拶：研究所理事 手島 良（武蔵高等学校中学校）

(8) 懇親会 〈６号館大学食堂〉................................................................................ 17:40 〜 19:40
どなたでも参加できます。ご希望の方は当日受付でお申し込みください。（会費：3,000 円）

司会：研究所理事 松原 知子（成蹊大学）

路線

最寄り駅

最寄り駅から武蔵野キャンパスまでのアクセス

JR 中央線

吉祥寺駅

北口１番乗り場よりバス15 分 「武蔵野大学」下車すぐ

三鷹駅

北口３番乗り場よりバス10 分 「武蔵野大学」下車すぐ

武蔵境駅

北口３番乗り場よりバス 7 分 「武蔵野大学」下車すぐ
※平成27 年8 月16 日よりのりばが変更になりました

京王井の頭線

吉祥寺駅

北口１番乗り場よりバス15 分 「武蔵野大学」下車すぐ

西武新宿線

田無駅

徒歩15 分
北口5 番乗り場よりバス5 分

西武池袋線

ひばりヶ丘駅

「至誠学舎東京前」下車 徒歩5 分

南口1 番乗り場よりバス20 分 「至誠学舎東京前」下車 徒歩5 分

バスとの連絡について
※バスの連絡上、三鷹駅からが最も便利です。
「三鷹駅」北口 ３番乗り場から出発する以下の
バスはすべて「武蔵野大学」に停車します。
関東バス 鷹30 武蔵境駅行き
鷹33 武蔵小金井駅行き
鷹34 急行・武蔵野大学行き（直行）
鷹35 ヴィーガーデン西東京行き

武蔵野大学１号館
正門を入り、５号館（グリーンホール）左の
道を進み、噴水を越えると１号館です。

