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令和元年度調査部 事業計画 

 
１ 総務部 組織担当者 

担当副会長    難波 浩明 校長   足立区立第十四中学校 

部   長    大森    博 主幹教諭 練馬区立中村中学校 

副 部 長    市川 拓治 副校長  福生市立福生第二中学校 

副 部 長    荒川 高広 主任教諭 千代田区立九段中等教育学校 

 

     部    員       ２６名  

２ 活動方針 

(1)実際のコミュニケーション場面を想定した問題づくりを推進する。 

① 第１学年から第３学年までのコミュニケーションテストを実施する。 

② 夏期ワークショップおよび今年度の関東ブロック大会発表を通して、「実際のコミュニケ

ーション場面」を想定した問題づくりの考え方を公開・普及を目指す。 

 (2)学習指導要領の趣旨にそった、新しいテスト問題の在り方を工夫する。 

① 第１学年も含めて年度当初に過年度の学習状況を測定し、英語学習に対する意欲を高める 

テストの在り方をさらに検討する。 

② 実施後のテスト結果からより具体的な問題作成を進める。 

３ 年間事業計画表      ※徴収した参加費による運営 

期 日  項 目  内 容 説 明  予 算  備 考  

４月～ テスト問題印刷 

 

参加受付・発送 

参加校テスト実施 

問題用紙印刷発注 

マークシート印刷発注 

５５万円程度 

２０万円程度 

５万円程度 

印刷 

 

送料費用 

５月９日 中英研総会 活動方針・計画決定   

４月～６月 テスト処理 採点、データ処理 

解答用紙返却個人表発送 

１５万円 

５万円 

トナー等購入 

送料 

４月～２月 関東ブロック大会 

 発表準備・発表 

令和２年度 

テスト作成作業 

実施結果分析 

スペック検討 

問題検討 

  

夏季休業中 ワークショップ 午前 講義 

午後 テスト問題づくり 

５万円 講師謝金等 

２月 テスト案内 実施要項配布 

（研究発表会でＰＲ） 

  

３月 問題完成 

ＣＤ録音 

参加募集開始 

手引き含む校正作業 

スタジオ収録 

１２万円程度 ﾈｲﾃｨﾌﾞﾁｪｯｸ謝金 

ＣＤ作成 
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令和元年度	 調査部名簿	
５０音順	

No.	 役職	 氏名	 職	 学校名	 電話	

担当副会長	 難波	 浩明	 校長	 足立区立第十四中学校	 03-3899-1191	

部	 長	 大森	 	 博	 主幹教諭	 練馬区立中村中学校	 03-3990-4436	

副部長	 市川	 拓治	 副校長	 福生市立福生第二中学校	 042-551-1970	

副部長	 荒川	 高広	 主任教諭	 千代田区立九段中等教育学校	 03-3263-7190	

1	 部	 員	 相澤	 雄介	 教諭	 練馬区立光が丘第三中学校	 03-3977-3521	

2	 部	 員	 安部	 智秀	 教諭	 練馬区立大泉中学校	 03-3924-0771	

3	 部	 員	 大木田陽子	 主任教諭	 文京区立茗台中学校	 03-3811-2969	

4	 部	 員	 大澤	 陽子	 主任教諭	 世田谷区立駒沢中学校	 03-3422-7401	

5	 部	 員	 大竹希依子	 主任教諭	 八王子市立長房中学校	 042-664-1480	

6	 部	 員	 加藤真由子	 指導教諭	 調布市立第五中学校	 042-484-1311	

7	 部	 員	 上水	 謙治	 主任教諭	 小平市立小平第五中学校	 042-341-6795	

8	 部	 員	 榧野	 真弓	 主任教諭	 中野区立第二中学校	 03-3382-7151	

9	 部	 員	 木村	 弘恵	 教諭	 品川区立浜川中学校	 03-3761-1014	

10	 部	 員	 斎藤	 	 基	 主幹教諭	 日野市立日野第三中学校	 042-591-2228	

11	 部	 員	 白井	 靖子	 教諭	 江東区立深川第三中学校	 03-3641-5848	

12	 部	 員	 柴野	 泰行	 指導教諭	 江東区立第二砂町中学校	 03-3646-4464	

13	 部	 員	 杉本	 康子	 教諭	 小平市立小平第二中学校	 042-341-0244	

15	 部	 員	 鈴木	 美帆	 教諭	 杉並区立向陽中学校	 03-3302-2989	

16	 部	 員	 高瀬ひとみ	 主任教諭	 品川区立鈴ヶ森中学校	 03-3765-2844	

17	 部	 員	 丹生	 幸宣	 主任教諭	 小平市立上水中学校	 042-323-8611	

18	 部	 員	 坪内英津子	 主任教諭	 三鷹市立第三中学校	 0422-44-6181	

19	 部	 員	 永井	 	 剛	 主任教諭	 日野市立七生中学校	 042-591-0174	

20	 部	 員	 野地	 優子	 主任教諭	 日野市立日野第一中学校	 042-581-0009	

21	 部	 員	 幡野	 洋子	 教諭	 日野市立日野第四中学校	 042-583-3905	

22	 部	 員	 星	 	 雄介	 教諭	 西東京市立田無第二中学校	 042-462-2812	

23	 部	 員	 前田	 秋輔	 教諭	 都立桜修館中等教育学校	 03-3723-9666	

24	 部	 員	 松村	 祐輔	 教諭	 足立区立竹の塚中学校	 03-3883-1251	

25	 部	 員	 宮﨑	 太樹	 主任教諭	 八王子市立ひよどり山中学校	 042-625-6431	

26	 部	 員	 山下	 郁子	 主任教諭	 日野市立大坂上中学校	 042-583-9755	

顧問	 本多	 敏幸	 指導教諭	 千代田区立九段中等教育学校	 03-3263-7190	

顧問	 西貝	 裕武	 統括指導主事	 教育庁指導部	 	

	 	 	 	 	 	 	 	


