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ELEC同友会英語教育学会 

サマーワークショップ2016 
 

 

初夏の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。ELEC 同友会英語教育

学会では、本年度もサマーワークショップを開催いたします。1999 年に始まりましたこの研修会は今回

で18回目となり、延べ700 名以上の方に受講していただいております。 

受講者ご自身によるプラクティス・ティーチング（模擬授業）と選択制ワークショップをメインに、指

導技術の向上や指導法の改善をめざす研修です。これまで一万人以上の方が受講された「ELEC サマープ

ログラム」のノウハウや、本学会の各研究部会の研究成果を活かした、ELEC 同友会英語教育学会ならで

はの内容です。有意義な研修となりますよう充実したプログラムをご用意いたしますので、皆様のご参加

をお待ちしております。尚、3日間受講された方には「研修修了証」をお渡しします。 

 

記 

 

１．日 程   2016年8月14日（日）、15日（月）、16日（火） ※ 3日間連続の研修会です 

 

２．会 場   文教大学付属中学高等学校（東急池上線・大井町線 旗の台駅 徒歩3分） 

 

３．主 催   ELEC同友会英語教育学会 

 

４．定 員   64名（中学校 8名×4クラス、高等学校 8名×4クラス） 

※ 大学生・大学院生の定員は中学・高校合わせて8名となります。 

※ 受講申し込みの受付は先着順です。定員に達し次第締め切りとさせていただきます。 

 

５．参加費   ELEC同友会英語教育学会会員  10,000円（★リピーター会員：8,000円） 

 （3日間）  一般（新会員）         15,000円 ☆ 

★ 一昨年または昨年のサマーワークショップを受講され、今年度までの会費を納められ

ている方は、参加費が8,000円となります。 

☆ 本サマーワークショップへの参加により 2016 年度の新会員となります。会員には、

本学会主催の各研究部会への無料での参加、機関誌「ニューズレター」の無料配布等

の特典がございます。 

 

６．参加資格  英語を教えている先生、英語教育に関心のある学生で、3日間連続して全日参加できる方 



７．申込方法  【申し込み受付期間：7月1日（金）～7月31日（日）】（定員に達し次第締切） 

 

８．プログラム概要 

＜１日目：8月14日（日）＞   ◇受付 10:00～10:30◇ 

10:35～11:00  開講式・オリエンテーション 

11:00～12:00  講演「教師の発問から考える授業作り」 

講演者：津久井貴之（お茶の水女子大学附属高等学校） 

13:10～14:00  体験授業（受講者が生徒役になり模擬授業を体験します） 

中学校授業者 ：本多 敏幸（千代田区立九段中等教育学校） 

高等学校授業者：笹生 綾子（千代田区立九段中等教育学校） 

14:00～15:10  体験授業解説および質疑応答、プラクティス・ティーチングの事前説明 

15:25～17:00   ホームルーム研修（自己紹介、プラクティス・ティーチングの分担、指導案の作成） 

   

＜２日目：8月15日（月）＞ ◇受付 8:50～9:10◇ 

   9:10～ 9:15  諸連絡 

   9:20～10:20  テーマ別選択ワークショップ・講義① 

  10:35～11:35  テーマ別選択ワークショップ・講義② 

  12:45～14:10  ホームルーム研修（指導案のチェック、プラクティス・ティーチングの準備） 

  14:10～16:55  プラクティス・ティーチングⅠ：模擬授業と研究協議（15分間の休憩を含む） 

  17:30～19:30  懇親会（会場近くにて） 

 

＜３日目：8月16日（火）＞  ◇受付 8:50～9:10◇ 

     9:10～ 9:15  諸連絡 

   9:20～10:20  テーマ別選択ワークショップ・講義③ 

  10:35～11:35  テーマ別選択ワークショップ・講義④ 

  12:45～15:30  プラクティス・ティーチングⅡ：模擬授業と研究協議（15分間の休憩を含む） 

  15:30～16:10  ホームルーム意見交換会 （英語指導の悩みや疑問などについての意見交換） 

16:15～16:40  閉講式、諸連絡 

  

① 本学会のホームページ（http://elecfriends.com/）より「申し込み専用フォーム」へアクセスし、必

要事項を入力して、申し込みを完了してください。申し込み後、申し込みデータの送信が完了したこと

を通知するメールが自動送信されます。 

※ このメールは申し込み受理のメールではありませんので注意してください。 

②  フォーム入力完了後、数日以内に、本学会より申し込み受理のメールが送信されます。 

③ 申し込み受理のメールをご確認の上、同メールの送信日より 7 日以内に、メールに記載の方法で、合

計金額を振り込んでください。振込口座は年会費納入口座とは異なりますので注意してください。 

※ 7日を過ぎてもご入金がない場合はキャンセルとさせていただきます。 

④  参加費振込完了後に、本学会より送信される入金確認のメールを確認してください。 

※ 一旦納入されました費用は返金いたしません。 

選択制です。内容は９．をご覧ください。 

選択制です。内容は９．をご覧ください。 



９．講演・テーマ別選択ワークショップ  

◆ 講演「教師の発問から考える授業作り」津久井貴之（お茶の水女子大学附属高等学校） 

教師の発問や応答によって授業の展開や教科書本文の扱いは変わります。特に、思考・判断・表現が

求められる場面において、中高の教科書を例に皆さんと一緒に発問を考えてみたいと思います。 
 

◆ テーマ別選択ワークショップ   ※ いずれの講座も中学、高校共通の内容です。 

                ※ 下記①～④からそれぞれ1講座（＝計4講座）を選択して下さい。 

   講座名・講師 講座内容 

8
月
15
日 

① 

1
A 

Teaching Pronunciation 

Mark Swinhoe (British Council) 

This session will demonstrate simple and 
practical activities that teachers can use 
immediately to help their students speak 
more clearly. 

1
B 

生徒の英語使用につながる  quality 
teacher talk 

吉住香織（國學院大學） 

インプット～アウトプット段階まで、生徒の英
語使用を促すには teacher talkの質をどう向上
させればよいか、実際の教材を使って考えます。 

1
C 

教科書本文の効果的な利用方法 

工藤洋路（玉川大学） 

「理解⇒練習⇒活用」の各段階で、教科書本文
を効果的に利用するための考え方と具体的手法
を提案します。 

② 

2
D 

Teaching English through English 

Mark Swinhoe (British Council) 

By the end of this session, teachers will be 
better able to give clear instructions for 
typical lesson activities in English, and will 
have practised efficient techniques for 
checking that students understand. 

2
E 

Oral IntroductionからExplanationへ 

渓内明（文京区立第八中学校） 

萩原一郎（神奈川県立鶴見高等学校） 

新出事項の理解をOral Introductionから
Explanationの中でどう積み上げていくかを、議
論します。 

2
F 

文法のドリルから定着へ 

石井亨（千代田区立九段中等教育学校） 

文法理解後のドリルをどのようにし、何につな
げるかを参加者の皆さんと考えたいと思いま
す。 

8
月
16
日 

③ 

3
G 

スピーキング活動の実践方法 

  土谷匡（千葉市立幕張中学校） 

 浅見道明（筑波大学附属高等学校） 

生徒が英語を話すために必要な仕掛けや工夫に
ついて、話す活動の具体例を示しながら、議論
したいと思います。 

3
H 

音読指導A to Z 

宮崎太樹（八王子市立ひよどり山中学校） 

豊嶋正貴（文教大学付属中学高等学校） 

音読の目的、指導の留意点等を再確認し、様々
な音読方法を紹介していきます。また、前後に
来るべき活動を提案しつつ総合的に音読活動を
考えます。 

3
I 

ライティング活動とフィードバック 

 佐野富士子（常葉大学） 

英語ライティング活動を通して、１）思考力・
判断力・表現力を伸ばす実践のあり方、２）生
徒のライティング力を伸ばすフィードバックの
あり方について、具体的に提案します。 

④ 
 
 

4
J 

ＩＣＴを活用した生徒主体の活動事例 

伊藤正彦（大妻多摩中学高等学校） 

ＴＥＤとＩＣＴ活用のリスニング授業実践例、
生徒の主体的活動の実践例など。使い方講座で
はありません。 

4
K 

英語ディベート入門 

須田智之（筑波大学附属駒場中・高等学校） 

英語ディベート未経験または初心者の先生方向
けの講座です。まずは英語ディベートを体験し
てみましょう！ 

4
L 

定着を図る語彙指導 

原田博子（文京区立第十中学校） 

教科書本文を使って語を広げたり定着させたり
する方法やいくつかの技能と関連させた語彙指
導、語の復習などについて>示したいと思いま
す。 

 



10．プラクティス・ティーチング（受講者による模擬授業、PT）の内容と使用教科書 

＜中学校＞ 新出文構造または教科書本文の導入か前時の復習のどちらかを選び、模擬授業を行います。 

Oral Introductionおよび英語を使用する活動の展開を中心に考えていきます。 

使用教科書：ONE WORLD English Course （教育出版） 

＜高等学校＞ 「コミュニケーション英語 I」の教科書を使って、アウトプットを見据えたインタラクテ

ィブな導入・展開を考えます。 

使用教科書： ELEMENT English Communication I（啓林館） 

      NEW STREAM English Communication I（増進堂） 

  

11．ホームルーム・アドバイザー（50音順）    ☆スーパーバイザー / ＊アシスタントアドバイザー 
 

＜中学校＞ 

石井 亨  （千代田区立九段中等教育学校） 

大竹希依子 （八王子市立長房中学校） 

小林順子  （足立区立第六中学校） 

壽原友理子 （世田谷区立三宿中学校） 

田島久士  （大田区立糀谷中学校） 

渓内 明  （文京区立第八中学校） 

土谷 匡  （千葉市立幕張中学校） 

原田博子  （文京区立第十中学校） 

日高由美子 （千代田区立九段中等教育学校） 

本多敏幸  （千代田区立九段中等教育学校） 

宮崎太樹  （八王子市立ひよどり山中学校） 

☆佐野富士子 （常葉大学） 

＜高等学校＞ 

浅見道明 （筑波大学附属高等学校） 

伊藤正彦 （大妻多摩中学高等学校） 

工藤洋路 （玉川大学） 

笹生綾子 （千代田区立九段中等教育学校） 

須田智之 （筑波大学附属駒場中・高等学校） 

豊嶋正貴 （文教大学付属中学高等学校） 

萩原一郎 （神奈川県立鶴見高等学校） 

三浦幸子 （都留文科大学） 

＊八木孝之 （東京都立片倉高等学校） 

吉住香織 （國學院大學） 

☆名和雄次郎（拓殖大学名誉教授） 

 

＜テーマ別選択ワークショップ担当＞ 

Mark Swinhoe（British Council） 

 

12．昼食・懇親会 

・ご希望の方には、昼食（お弁当）をご用意いたします。1 食850円（お茶付き）です。 

受講申込書に昼食希望の有無を記入し、昼食代金は参加費とともにご入金ください。 

 

・懇親会は、受講者の方、アドバイザー、講師と情報交換をする楽しい会です。旗の台谷駅近くのお店

で行います。どうぞお気軽にご参加ください。参加をご希望の方は申し込みのフォームで「参加する」

を選択し、懇親会費4,000 円を参加費とともにご入金ください。 

 

13．その他 

・お車での来場はご遠慮ください。また、宿泊施設の斡旋は行っておりません。 

 

14．会場（文教大学付属中学高等学校）へのアクセス 

・東急池上線・大井町線 旗の台駅下車徒歩3分 

  （東口改札をご利用になり、出口に面した道を右手方向へ。十字路を左折、その後の三叉路を左手に

お進みください。） 

 

15．問い合わせ先（E メールでお願いいたします） summer21_elec_friends@yahoo.co.jp 


