
学  校  長 様                                                       2021 年6 月吉日 

英語科教諭  様 

本学会会員  様 

ELEC 同友会英語教育学会会長     本多  敏幸 

同 サマーワークショップ実行委員長  中島 利恵子 

 

 

ELEC同友会英語教育学会 

サマーワークショップ2021 
(オンラインにて実施) 

 

 

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23 回目となり、多くの現職の先生方々、教員志望の学生の方々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。本年度は、昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の拡大防止の観点

から、Zoom（遠隔会議システム）を使ったオンラインによる実施となります。受講される方はご自宅等

からの参加となります。オンラインでのご参加となりますので、例年以上に全国津々浦々から、たくさん

のお申込みをお待ちしております。 

 

記 

 

１．日 程   2021 年8 月１２日（木）、１３日（金） 

 

２．実施方法  Zoom（遠隔会議システム）を使ったオンラインによる研修会 

 

３．主 催   ELEC 同友会英語教育学会 

 

４．定 員   80 名（小学校 8 名×2 クラス、中学校 8 名×4 クラス、高等学校 8 名×4 クラス） 

※ 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     2,000 円 

 （2 日間）  一般（新会員）            7,000 円（年会費5,000 円＋参加費2,000 円） 

※一般の参加者は、本サマーワークショップへの参加により2021 年度の新会員の資格を 

得ます。本学会主催の各研究部会、研究大会、オンラインセミナー等への無料での参 

加が可能です。また、研究紀要やニューズレターの無料配布等の特典があります。 

 

６．参加資格   英語の指導に携わっている本学会の会員及び新規会員で、２日間の全プログラムに参加で 

きる方 

※大学生・大学院生も参加できますが、全クラス合わせて10 名以内となります。 

 



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

 

８．プログラム概要 

＜１日目：8 月12 日（木）＞   

9:00～ 9:20  開講オリエンテーション 

9:20～10:00  講演「新課程における英語授業と教師の役割」  

講演者：津久井 貴之（大妻女子中学・高等学校） 

10:20～11:20  体験授業とその解説 

（オンライン上で受講者が生徒役となり模擬授業を体験していただきます） 

          小学校授業者 ：幡井 理恵（昭和女子大学附属昭和小学校） 

中学校授業者 ：石井 亨（文京区立第十中学校） 

高等学校授業者：笹生 綾子（東京都立日比谷高等学校） 

12:40～13:20   テーマ別選択ワークショップ・講義① (選択制です。内容は９をご覧ください) 

13:30～14:00 ホームルーム研修１ 

（自己紹介、プラクティス・ティーチングの順番決め、指導案の作成等） 

14:10～15:00 指導案の作成、模擬授業に関する質疑応答 

   

＜２日目：8 月13 日（金）＞  

   9:00～ 9:40  テーマ別選択ワークショップ・講義② (選択制です。内容は９をご覧ください) 

10:00～16:00  ホームルーム研修２ 

10:00～12:10  プラクティス・ティーチング①：模擬授業と研究協議 

          13:10～15:20  プラクティス・ティーチング②：模擬授業と研究協議 

          15:30～16:00 情報交換会・質疑応答 

  16:10～16:30  閉講式、諸連絡  

※閉講式終了後にオンラインでの懇親会を行います。自由参加となりますが、お時間のある方はぜひ 

 ご参加ください。 

 

 

 

 

 

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。 

※ 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。 

http://elecfriends.com/


９．講演・テーマ別選択ワークショップ  

◆ 講演：「新課程における英語授業と教師の役割」  

新課程での授業づくりで特に意識したいことや教師の指導・支援について、小中高を通して大切だと思 

われるポイントについてお話しします。 

講演者：津久井 貴之（大妻女子中学・高等学校） 

◆ テーマ別選択ワークショップ   ※ 下記①・②からそれぞれ 1 講座（＝計２講座）を選択して下さい。 
 

   講座名・講師 講座内容 

8
月
12
日 

①  

1
A 

小学校における系統的な読みの指導 

松崎 奈穂（上尾市立原市南小学校） 

「読むこと」の力をつけるために、小学校
で何をどのように系統立てて取り扱ってい
くのか、これまでの実践例をもとに紹介し
ます。 

1

B 

GIGA スクール構想の中でのICT 活用 

岩瀬 俊介（石川高等学校・石川義塾中学校） 

一人一台端末が突然やってきてお困りの先
生や今後に向けて備えたい先生方と共に
ICT 活用について考えたいと思います。 

1
C 

文法指導とは何をどう指導することか 

工藤 洋路（玉川大学） 

小中高の各段階では同じ文法事項でも学び
方が異なります。文法能力（の発達）をど
のように捉えて、各段階で文法をどのよう
に指導することが必要かを考えます。 

8
月
13
日 

②  

2

D 

３観点の評価の実例と指導との一体化 

中島 真紀子（筑波大学附属中学校） 

新しい３観点の評価について、頭で準備し
てきたものと、実際との違いを感じていま
せんか？実例を使い「児童・生徒の学びに
つながる評価」について考えていきたいと
思います。 

2

E 

効果的なteacher talk の作り方 

中島 利恵子（新島学園中学校・高等学校） 

teacher talkが変わると授業が変わる、とい
う実体験をもとに効果的なteacher talkにつ
いて一緒に考えていきたいと思います。 

2
F 

音読からリテリングへ 

本多 敏幸（千代田区立九段中等教育学校他） 

読んだことについて自分の言葉で語らせる

リテリング（retelling）の中学や高校での具
体的な指導方法について説明します。 

 

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 

・プラクティス・ティーチングについては、オンライン上で他の受講者が生徒役となり、模擬授業を行っ

ていただきます。 

 

＜小学校＞ 

高学年の教科での体験授業を通して、思考・判断・表現を促すような、最終的な言語活動を見通した 

インプットの与え方について考えます。教科書と関連づけたオーラルイントロダクションなどの工夫が 

中心となります。 

 

＜中学校＞ 

主に教科書本文および新言語材料について扱います。 

 

＜高等学校＞ 

思考を促す発問を取り入れた授業について考えます。使用教材は大学入学共通テストになります。 



 

11．ホームルーム・アドバイザー（50 音順） 

＜小学校＞ 

狩野 晶子（上智大学短期大学部） 

黒木 愛 （杉並区立堀之内小学校) 

長沼 君主（東海大学） 

幡井 理恵（昭和女子大学附属昭和小学校） 

羽田 あずさ（横須賀市立田戸小学校） 

松崎 奈穂（上尾市立原市南小学校） 

 

＜中学校＞ 

石井 亨（文京区立第十中学校） 

太田 裕也（品川区立鈴ヶ森中学校） 

*柿崎 伸樹（東京都立白鷗高等学校附属中学校） 

金枝 岳晴（東京学芸大学附属竹早中学校） 

高瀬ひとみ（東京都立白鷗高等学校附属中学校） 

渓内 明（文京区立本郷台中学校） 

中島 真紀子（筑波大学附属中学校） 

原田 博子（文京区立第十中学校） 

本多 敏幸（千代区立九段中等教育学校 他） 

宮﨑 太樹（日野市立日野第一中学校） 

＜高等学校＞ 

岩瀬 俊介（石川高等学校・石川義塾中学校） 

加藤 淳 （東京学芸大学附属高等学校） 

笹生 綾子（東京都立日比谷高等学校） 

須田 智之（筑波大学附属駒場中・高等学校） 

豊嶋 正貴（文教大学付属中学校・高等学校） 

中島 利恵子（新島学園中学校・高等学校） 

八木 孝之（東京都立新宿山吹高等学校） 

三浦 幸子（都留文科大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（*アシスタントアドバイザー） 

 

12．お申込みに際しての注意事項 

・オンラインでの実施にあたり、インターネットが接続できる環境で、カメラおよびマイクが内蔵（外付

けでも可）しているパソコンが必要となります。ファイル送信などをするため、タブレットやスマート

フォンでの受講はできません。接続方法は、申し込み完了後、ご連絡差し上げます。 

・通信費用は受講者のご負担となります。 

・通信環境により接続できない場合には、ご自身の責任となりますので、事前の通信環境等のご確認をよ

ろしくお願いいたします。 

 

13．問い合わせ先 

・ご不明な点はE メールでお問い合わせください。 summerworkshop2021@elecfriends.com 

 

mailto:summerworkshop2021@elecfriends.com

