
平成24年度 調査部事業計画

１ 調査部組織担当者

担当副会長 重松 靖 校 長 国分寺市立第三中学校

部 長 五十嵐浩子 校 長 小平市立小平第一中学校

副 部 長 岩崎紀美子 副校長 八王子市立別所中学校

本多 敏幸 教 諭 千代田区立九段中等教育学校

部 員 ２９名

２ 活動方針

（１）コミュニケ－ションテストの実施

①実際のコミュニケ－ション場面を想定した問題づくりを進める。

（２）新学習指導要領全面実施に伴い、新しいテスト問題の在り方を工夫し、実施の準

備を進める。

①次年度以降年度当初に過年時の学習状況を測定し、英語学習に対する意欲を高

めるテストの在り方を検討し、具体的な問題作成を進める。

②１年生に対するテストの可能性について検討する。

３ 年間事業計画表

期日 項目 内 容 予算 備考

５月 中英研総会 活動方針と計画決定

参加依頼、発送 参加依頼文書発送

新ﾃｽﾄ部会発足 新テストスペック検討

５月～ 現ﾃｽﾄ問題作成作業 問題作成の検討

８月 印刷、録音作業 謝礼(会場･講師）

新ﾃｽﾄ問題作成開始

９月 現問題関係書類の発送 書類一式を各校へ発送 印刷、録音、

新ﾃｽﾄ PR 約 発送費用

100万円

10月～ 現ﾃｽﾄ実施、処理、分析 右の他、集金 採点、分析、

12月 作業 平均点、分布表を発送 送料

新ﾃｽﾄ問題完成

１月～ 現ﾃｽﾄ結果返却完了 結果報告書の作成検討

２月 新ﾃｽﾄ問題、印刷・録音

３月 次年度計画 反省と次年度の準備

新ﾃｽﾄ実施の通知 新ﾃｽﾄ実施要項配布



24年度　調査部員名簿

役　職 氏名 職 学校名 電話 FAX

重松　靖 校長 国分寺市立第三中学校 042-572-7143 042-577-6843 

五十嵐　浩子 校長 小平市立小平第一中学校 042-341-0048 042-341-0609

1 副部長 本多　敏幸 教諭 千代田区立九段中等教育学校 03-3263-2091 03-3288-3467 

2 副部長 岩崎　紀美子 副長 八王子市立別所中学校 042-676-6635 042-677-3708

3 部　員 伊地知　可奈 教諭 品川区立荏原第一中学校 03-3785-1680 03-3785-1737

4 部　員 大澤　陽子 教諭 大田区立大森第七中学校 03-3752-4278 03-3752-4270

5 部　員 大森　博 教諭 練馬区立中村中学校 03-3990-4436 03-3577-7995

6 部　員 小川　登子 教諭 葛飾区立葛美中学校 03-3627-1401 03-5699-1482

7 部　員 小椋　由紀子 教諭 荒川区立第七中学校 03-3894-6623 03-3810-9725

8 部　員 川口　三保子 教諭 府中市立府中第六中学校 042-361-7146 042-334-0896

9 部　員 岸川　裕子 教諭 府中市立府中第七中学校 042-322-0557 042-326-2980

10 部　員 木村　弘恵 教諭 世田谷区立上祖師谷中学校 03-3308-9683 03-3308-9778

11 部　員 斉藤　基 教諭 日野市立三沢中学校 042-592-5017 042-592-5032

12 部　員 柴野　泰行 教諭 足立区立渕江中学校 03-3885-0039 03-3885-0040

13 部　員 白井　靖子 教諭 江東区立第二大島中学校 03-3685-1681 03-3636-9738

14 部　員 鈴木　悟 教諭 小笠原村立小笠原中学校 04998-2-2502 04998-2-3850

15 部　員 須藤　礼子 教諭 新宿区立西早稲田中学校 03-3205-9674 03-3205-9859

16 部　員 高瀬　ひとみ 教諭 千代田区立九段中等教育学校 03-3263-2091 03-3288-3467 

17 部　員 永井　剛 教諭 あきる野市立五日市中学校 042-596-0173 042-595-1751

19 部　員 三木　謙二朗 教諭 大田区立馬込中学校 03-3773-3985 03-3773-3986

20 部　員 宮崎　大樹 教諭 あきる野市立秋多中学校 042-558-1124 042-550-3089

21 部　員 山下　郁子 教諭 世田谷区立松沢中学校 03-3303-7381 03-3303-7151

22 部　員 料所　奈緖子 教諭 江戸川区立松江第五中学校 03-3652-7946 03-5662-2969

23 部　員 石原　公仁余 教諭 日野市立七生中学校 042-591-0174 042-591-0178

24 部　員 八木　一真　＊ 教諭 大田区立大森第一中学校 03-3744-3501 03-3744-3502

25 部　員 荒川  高広 教諭 台東区立柏葉中学校 03-3876-3341 03-3871-9516

26 部　員 木下　泰孝　＊ 教諭 立川市立立川第八中学校 042-526-2007 042-529-1180

27 部　員 西尾　恭子　＊ 教諭 江東区立第二砂町中学校 03-3646-4464 03-5690-4036

28 部　員 田平　真季 教諭 大田区立大森第八中学校 03-3762-6656 03-3762-6658 

29 部　員 近藤　江美　＊ 教諭 清瀬市立清瀬第二中学校 042-493-6312 042-495-3942

副会長

部　長
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