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2020 年度事業計画 

 

I 各部 

（１）総務部      部長 松原知子 

1. 『語研だより』の刊行 

 年間 12 回の発行を予定する。ウェブ未登録の会員にはさらに登録を促す。2019 年度に開始した連載記事

を継続するとともに、2020 年度開始の新連載記事も加えて、内容の充実を図る。 

2. 『語研だより』の編集体制について 

 総務部内に「語研だより編集室」を置き、「語研だより編集室」のメンバーのみですべての作業を行う。ウ

ェブサイトへのアップロードと会員へのメールによる通知は旧年度と同様に事務室が行う。 

3. 事務室および研修室について 

 不要図書などの処分や書棚の整理を継続する。また過去の映像データの保存作業を進める。 

 

ウェブ関連 

（ウェブサイト室長の都合により、2019 年度の事業計画が 2020 年度に持ち越しとなる。） 

・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：よりセキュアな送受信を確保するために SSL に対応する。（必要予算年間１１５ドル、初期費

用３２ドル） 

・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 大内由香里 

〈別紙参照〉 

 

（４）出版部      部長 田島久士 

１．『語研ジャーナル』（第 19 号）の刊行 

２．『若林俊輔著作集③』の刊行 
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（５）研究部      部長 山崎 勝 

 

研究グループ活動内容（２０２０年度） 

 

現在、活動中の研究グループは以下の通りです。所属するグループを決める際の参考にしてください。これ

までの教員経験を問わず、どなたでも参加できますので、お気軽にご参加ください。新規の研究員・研究生

の方は、一般財団法人語学教育研究所の考え方を知っていただくために登録以外の研究グループにも積極的

にご参加ください。なお、活動場所は、原則として（一財）語学教育研究所とします。 

 

第３研究グループ《指導法研究》 

 1. 主任研究員 山崎 勝 

 2. 顧問 小菅和也・田島久士 

 3. 活動日時 第１・第３土曜日(17:30～20:00) 

 4. 活動内容   英語の授業を英語で行うための指導法を研究します。教科書の扱い方、指導手順、導

入法などについて基礎から検討します。 

 

第５研究グループ《授業研究》 

 1. 主任研究員 小菅敦子 

 2. 顧問 小菅和也 

 3. 活動日時 不定期（6～10月にかけて4回程度） 

 4. 活動内容 ビデオによる授業研究を行っています。公募した１人の授業者の授業を数回ビデオに録

り、そのたびごとに検討し、授業改善を目指します。授業に関するあらゆることが話題

となります。授業改善の過程と成果は研究大会で発表しています。 

 
第６研究グループ《パーマー研究》 

 1. 主任研究員 浅野伸子 

 2. 顧問 新里眞男 

 3. 活動日時 毎月最終土曜日(17:30～) 

 4. 活動内容 The Oral Method の提唱者 Harold E. Palmer の著作の原典輪読を基本として、その

内容に関するメンバーの体験や実践を共有しあったり、時には実演を練習しあったり

しています。The Oral Method の源流を仲間とともに直に読める、他にはない貴重な

場であり、「英語で授業を」と考えている人には、The Oral Method を知るために、
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ぜひ参加していただければと思います。 

 

第10研究グループ《小学校英語教育研究》 

 1. 主任研究員 相田眞喜子 

 2. 顧問 永井淳子・松原木乃実 

 3. 活動日時 毎月第2土曜日(12:30～)・第4土曜日(9:30～)（原則） 

 4. 活動内容 子どもの言語習得のプロセスを踏まえて、小学校における英語の指導内容と指導方法を

検討し、中学校以降の英語学習の基礎を作る小学校英語教育のあるべき姿を追求してい

ます。中学年から開始される外国語活動と高学年からの教科・英語の授業のあり方につ

いて、小・中の連携なども視野に入れ、さらに研究を進めていきたいと思います。 

 

第22研究グループ《談話文法研究》 

 1. 主任研究員 馬場千秋 

 2. 顧問 八宮孝夫 

 3. 活動日時 毎月第3土曜日(17:30～)（原則） 

 4. 活動内容 文脈や情報構造とそれを取り巻く音声などを視野に入れつつ、英語教育に関連した談話

文法を、主に文献講読を通じて理論構築を行い、実践への応用に取り組んでいます。 

 
第26研究グループ《中学高校英語研究》 

 1. 主任研究員 杉内光成 

 2. 顧問 藤井昌子 

 3. 活動日時 毎月第４金曜日(18:30～20:30)（1, 3, 4月を除く） 

 4. 活動内容 中学・高校の英語教育を対象に、メンバーが持ち寄る授業ビデオや教材を通して「指導

法」や「教材」を検討しています。最近は、授業全体を通じて生徒の「英語による自己

表現」に焦点を当て、その活性化を図るためにはどのような工夫が可能とされるかをテ

ーマに、より良い授業を目指すための研究を行っています。 

 

オープンセミナー（研究員研修会） 

 今年度は、各研究グループの交流と研究員全体の研修により語研の研究活動の活性化を図るため、 

以下の研修会を実施します。 

第１回 ５月２３日（土）中学高校英語研究（担当 第２６グループ） 

第２回 ６月１３日（土）小学校英語教育研究（担当 第１０グループ） 
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第３回 ７月１１日（土）パーマー研究（担当 第６グループ） 

第４回 ９月１２日（土）指導法研究（担当 第３グループ） 

第５回 ２月１３日（土）小中連携（担当 第１０グループ・馬場千秋） 

時間： 16:00～18:00 

場所： 語学教育研究所研修室 

参加費： 研究員・研究生・学生は無料 

会員 500 円、非会員 1,000 円 

 

（６）小学校外国語教育委員会     部長 佐藤令子 

 

2020 年度の予定 

(1) 8 月 13 日 (木)  「語研・小学校英語指導者養成講座」第 13 回ワークショップ 

「子どもといっしょに楽しむ発音指導」 

 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 14 日 (金)  「語研・小学校英語指導者養成講座」第 24 回セミナー 

「子どもが英語を使いたくなるやり取りで進める授業」 

 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) これまで年 3 回のワークショップとセミナーを計画してきたが、1 月と 3 月は、現場教員の参加が難し

いことから、冬と春の開催時期に関しては再考が必要と思われる。夏は上記のように、セミナーとワー

クショップを 2 日間連続で行うことができるが、冬期と春期に関しては、日程的に難しい。現状に即し

て弾力的に対処していきたい。 

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、夏以外の日程は未定である。 

 

（７）学生研修室      室長 望月正道 

 

2020 年度学生研修室活動計画案 

第 1回学生研修室セミナー 

日時：4月 29 日(水) 14：00－16：00 

場所：大東文化会館４０４研修室 

タイトル：「教育実習に行く前に(実習生を迎える立場から)」 

講師：鈴木文也(桐朋中学・高等学校) 

概要：教案を書いたり模擬授業を行ったり、実習に向けて事前準備を様々に行ってきた皆さんも、いよい

よ本番です。クラス運営や授業は生徒と作るもの。本講座では参加者の皆さんとの話し合いや簡単

な実習を通して、この点をさらに実践的に深めていけたらと思います。 
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第 2回学生研修室セミナー 

日時：7月 18 日(土) 14：00－16：00  

場所：語学教育研究所 

タイトル：「目的から考えるテストの作り方」 

講師：根岸雅史(東京外国語大学大学院) 

概要：みなさんは教員になるとすぐにテストを作り始めることになります。そして、そのテストの結果は

成績そして評定につながります。実は、こうした重要な役割を担うテストをきちんと作れるように

なるためには、たくさんのことを学んでおかなければなければなりません。このセミナーでは、テ

ストの目的という視点から、テスト作りのあり方を考えてみたいと思います。 

 

第 3回学生研修室セミナー 

日時：10 月 3日(土) 14：00－16：00 

場所：語学教育研究所 

タイトル：「新学習指導要領を活かす英語指導」 

講師：望月正道(麗澤大学) 

概要：新学習指導要領は「生きる力の育成」をキーワードとして、思考力・判断力・表現力をつける英語

5 領域の指導を求めています。そのような指導がどうすれば可能になるのかを考えてみたいと思い

ます。 

 

第４回学生研修室セミナー 

日時：2021 年 2月 13 日(土) 14：00－16：00 

場所：語学教育研究所 

タイトル：「ことばへの気づき」 

講師：河村和也(県立広島大学) 

概要：ある瞬間、言語としての音声は無意味な音の連続と区別され、文字は他の絵や図形とは区別されま

す。不思議な体験を通してことばへの気づきを認識し、英語以外の言語に触れて初学者の抱える疑

問や苦労について考えてみましょう。 

 

２．その他 

（１）研究大会      運営委員長 入江 潤 

 2020 年 11 月 15 日（日）を第 1 候補として、武蔵野大学での 1 日開催で調整中。 

 第 2 候補は 11 月 29 日（日）、第 3 候補は 11 月 8 日（日）。 

 （なお、11 月 22 日（日）は全英連大会） 

（２）『英語授業の「型」づくり—おさえておきたい指導の基本』（仮題） 

 大修館書店より今夏刊行予定。（原稿完成。目下、編集作業進行中） 

以上 


