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一般財団法人 語学教育研究所 

2018年度事業計画 
 

１．各部 
（１）総務部     部長 四方雅之 

1. 『語研だより』の刊行 

年間 12 回の発行を予定する。内容をさらに優れたものにする。書籍化も検討する 

2. 所蔵する資料について 

100 周年事業の一環として「語研の歴史」を研究する会が発足している。河村和也評議

員が中心となっており、総務部と連携して資料の整理にあたる。また、研修室のスペー

スを有効利用するために、砂谷恒夫評議員（ボランティア）が不要図書などの廃棄や書

棚の整備を継続して進める。 

3. ウェブサイト運営室 

   ホームページの刷新が実行されたが、それを維持・発展させる。今後も、自前の努力で

経費節減に努める。淡路佳昌理事を責任者とする。 

4.  『語研だより』の電子化に伴うウェッブ登録の促進 

2015 年 4 月号を紙版の最終号し、すでに郵送は行っていない。さらに、ウェッブ登録

を促す（現在、未登録者は 95 名程度で昨年度と比較し改善が見られていない）。 

5. 事務員の勤務と人事 

現状、事務主任が週に 4日研究所勤務をしている。部分的に在宅勤務にできないか可能

性を探る。また、昨年度の事務員退職の補充ができていない。採用活動に努力する。 

6. その他 

大会の懇親会だけでなく、語研オフィスを会場とした親睦会（2015 年度から実施）を

企画する。例年 6月の評議員会の日に開催することを慣例としたい。 

 

ウェブ関連 

・語研HP の更新：日常更新業務に加え、老朽化している XOOPS に代えて、WordPress など、

より新しく将来性のあるシステムへの移行を進める。 

・ウェブ運営業務の分業化：Web 更新、メーリングリスト管理、エラーメール処理など、可能

な限り分業を進め、それぞれの担当者が責任を持って業務に当たる体制を整える。 

・業務マニュアルの整備：従来のオンラインマニュアルに加えて、上記分業化のためのマニュ

アル整備を進める。 

・SSL 対応：よりセキュアな場放送受信を確保するために SSL に対応する。（必要予算年間１

１５ドル、初期費用３２ドル） 
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・専用 IP アドレスの取得：スパムメール に関係する誤遮断を回避するため、専用の IP アドレ

スを取得する。（月額１ドル） 

 

 

（２）経理部     部長 馬場千秋 

〈別紙参照〉  

 

 

（３）事業部     部長 淡路佳昌 

１．基礎講座の開催 

2017 年度と同様に、全４回のセットを前期と後期および夏期集中の 3回開催する。 

２．応用講座（仮称）の検討 

基礎講座受講者のための応用講座（仮称）を企画、準備を進める。 

３．特別講座の開催 

5 月 5 日（祝・土）に大東文化会館で開催する予定である。 

 

 

（４）出版部     部長 田島久士 

１．語研ジャーナル(第 17 号)の刊行 

２．語研ブックレット 7の発行 

 

 

（５）研究部     部長 八宮孝夫 

１ 各グループの活動予定 

○第 3研究グループ 【指導法研究】 

・2018 年度も｢指導技術｣と｢文法指導｣を両輪として研究を進める。 

○第 5研究グループ【授業研究】               

・本年度と同じ形態（「付箋による授業研究」）にて授業研究を進める（新規に）。 

・前年度授業者・中尾愛先生の授業研究を継続する。 

※グループ内の人事の変更はありません。 

○第 6研究グループ  【パーマー研究】                                            

・大会での発表も視野に入れて、English Through Actions を題材に、研究員や会員に何を 

示せるかを考えながら活動を続ける予定である。 

・語研の存在意義を確認するためにも、何らかの形で「なぜ今なおパーマーなのか」を示せ
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ればよいと思う。（例えば Howatt の A History of English Language Teaching等）を読

み、英語教育の歴史の中での存在意義を知ることも提案された。 

○第 10 研究グループ 【小学校英語教育研究】                                       

・新学習指導要領で提示された内容を踏まえて、継続して指導技術を磨いていきたい。移行

期間より使用される新教材（中学年用 Let’s Try! 高学年用 We Can!）についての研究も

行いながら、小学校での指導内容・指導方法について、公立の担任の先生方に説得力を持っ

て発信できるように研究を進めたい。 

・授業で活用できる絵本や図書についてまとめたブックレットを 2018 年夏に刊行予定。  

○第 22 研究グループ 【談話文法研究】 

 ・4 月より Discourse and Context in Language Teaching (2001 ;CUP)の輪読を予定。 

○第 26 研究グループ【中学高校英語研究】 

・次年度主任：杉内が続投 

・次年度活動日：不定期（６月下旬、９月に２回、１０月に２回、１１月下旬、２月を予定） 

 

２．研究グループ間の活性化について（過去 2年間、「温故知新講座」をしてきたが…） 

・年間を通じて｢パーマーを知る｣入門講座を、若手研究員対象に開催したい。 

 

 

（６）小学校外国語教育委員会    委員長 佐藤令子 

2018 年度の予定 

(1) 8月 23日(木)「語研・小学校英語指導者養成講座」第 8回ワークショップ 

  13：30～16：30   

会場：成城ホール集会室 D （世田谷区砧区民会館 4階） 

8月 24日(金)「語研・小学校英語指導者養成講座」第 19回セミナー 

  9：30～16：30 

    会場：成城ホール集会室 C&D（世田谷区砧区民会館 4階） 

(2) 年 3回のワークショップとセミナーを計画しているので、年度内の残る 2回は冬期と春期と

なる。 

会場となる成城ホール集会室（世田谷区砧区民会館内）を予約できるのが６か月前になって

いるので、現在、日程は未定である。 

(3) 2016年度より、小学校英語教育指導者養成セミナー以外にワークショップを年3回実施し、

具体的な指導テクニックを学び合うことにした。セミナーとワークショップは、2日にわた

って続けて行うことで、遠隔地からの参加者が両日参加するケースが増えたので、今後も 2

日間連続の企画を続けたいと考えている。 
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(4)「小学校英語指導者資格認定」については、2017年度をもって終了することにした。 

これまでは、応募者に①セミナーに 3 回以上参加すること、②45 分授業ビデオを授業の資

料に添えて提出すること、③認定委員全員の授業改善についてのコメントを反映させた数回

の個人指導を受けること、④直近セミナーで「授業実演」をすること、をもって語研から小

学校英語指導者資格認定を与えていた。 

しかし、これだけの指導で資格認定をするのは難しい、という結論に達した。 

(5) 本年度より、名称を改めて、新制度を立ち上げるために、小学校英語指導者資格認定委員会

(2017年 12月 26日＠成城ホール集会室)で次のような内容が了承されている。 

※2018 年 4 月以降は、授業改善を希望する者は①随時応募できること、②認定委員による

個別の指導を受けること、③改善後に行った授業ビデオを提出して承認を受けること、とし、

その時点で指導が終了する。本委員会は、直近のセミナーでその旨を報告し、『語研小学校

英語授業研究奨励賞』を授与する。 

 

今後に向けて： 

2020 年の教科化に向けて、語研の提唱する小学校英語教育の考え方を広めるために、授業

改善をサポートする手法と、現場指導者を対象とする研修の方法を検討していくことが喫緊

の課題である。 

 

 

（７）学生研修室                           室長 粕谷恭子 

活動予定 

第１回 学生研修室セミナー「教育実習に行く前に」 

  日時：（候補）4月 29 日（日）、4月 30 日（月）、4月 2２日（日） 13:00～15:00 

  会場：東京学芸大学 

  講師：吉田章人氏（日本女子大学附属中学校・高等学校） 

 

第２回 学生研修室セミナー「こういう学生に来てほしい！採用サイドの声を聞こう」 

 日時：（候補）６月３０日（土）、７月１日（日）、７月７日（土）、７月８日（日）、 

    土曜日の場合 15:00～17:00／日曜日の場合 13:00～15:00 

 会場：語研事務室 

 講師：藤井昌子氏（ご快諾いただいています） 

     吉田章人氏もしくは鈴木文也氏 

  

第３回 学生研修室セミナー「これならうまく行く！生徒同士のインター・アクション」 
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 日時：（候補）1/12 (土)、1/19 (土)、1/26 (土)、1/27 (日)、2/16 (土)、2/17 (日)、2/24 (日)、 

     3/3 (日) 

  土曜日の場合 15:00～17:00／日曜日の場合 13:00～15:00 

 会場：語研事務室 

 講師：鈴木文也氏（桐朋中学・高等学校） 

 

 ＊1 学期＝セミナー①、②，2学期＝語研大会、3学期＝セミナー③で年間を通して学生が語

研に寄り付く機会を作ってみました。 

 ＊第 1 回については、今回は受け入れ側から、吉田章人先生に内諾を得ています。 

 ＊第 2 回は、採用をテーマに考えてみました。公立から藤井先生、私立から吉田先生か鈴木

先生。どんな学生を求めているか、を語っていただく。 

 ＊第 3 回の講師は、一応学生研修室メンバーの持ち回りで鈴木文也先生にお願いしました。 

 ＊日程の候補は、現段階で少なくとも粕谷は OK な日です。ほかのメンバーについては年度

が開けてから行事予定などが確定すると思いますので、担当の調整等いたします。時刻も仮

に入れています。その回も 2時間ということです。 

 ＊3 回とも参加費は、学生無料、社会人 1,000 円のつもりです。 

 

 

２．その他 
（８）研究大会     大会運営委員長 小泉 仁 

2018 年 11 月 18 日（日）（あるいは 25 日（日））の 1日開催で調整中 

於：東京家政大学 

 

（９）若林俊輔奨励賞の創設    委員長  淡路佳昌 

 

 

（10）『若林俊輔著作集（１）』の刊行 

 

 

以上 


