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平成２６年度 研究部 事業計画（案）

１．研究部 組織担当者

担当副会長 北原 延晃 主任教諭 港区立赤坂中学校

部 長 北原 延晃 主任教諭 港区立赤坂中学校

副 部 長 石井 亨 主任教諭 千代田区立九段中等教育学校

関口 智 主任教諭 江戸川区立清新第一中学校

原田 博子 主任教諭 江東区立有明中学校

部員総数 ２３名

２．活動方針

（１）研究テーマ「生徒の語いサイズを広げる指導の工夫」

（２）部員の辞書指導や語い指導実践成果を夏の語い指導ワークショップや２月の研究

発表会などで中英研会員に還元する。

（３）部員相互の授業研究（ワークショップを通じて）

３．年間事業計画

期 日 項 目 内 容 説 明 予 算 備 考

４～７ 月例会 組織作り、研究活動、夏の語い指導ワークショップの計

月 画、公開授業者（内部）決定

７～８ 夏の語い指導ワ 研究部員が講師になって、 6,000円 飲み物など

月 ークショップ 日頃の語い指導を披露する 4,500円 講師資料代

＠ 500円×９人

９～１ 月例会 夏の語い指導ワークショップ反省、研究活動、公開授業

月 助言者決定、まとめ、冊子原稿書き、指導案検討

２月 公開授業および 公開授業と研究発表 0円(英検 講師謝礼

２４日 研究発表会 講師利用） 講師交通費

（火） 3,000円 通信運輸費

30,000円 暖房費,灯油代
3,000円 会場校謝礼

6,800円 資料用封筒代

＊昨年度冊子印刷費は都教 280,000円 研究冊子印刷

委が助成

３月 年度末反省 研究発表会と公開授業の反省、次年度の計画
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平成２６年度 研究部 部員名簿

担当副会長 北原 延晃 港区立赤坂中学校

港区赤坂９－２－３ tel. 3402-9301 fax. 3402-9302
部 長 北原 延晃 港区立赤坂中学校

港区赤坂９－２－３ tel. 3402-9301 fax. 3402-9302
副 部 長 石井 亨 千代田区立九段中等教育学校

千代田区九段北２－２－１ tel. 3263-7190 fax. 3288-3499
関口 智 江戸川区立清新第一中学校

江戸川区清新町１－５－１４ tel. 3878-1281 fax. 3878-1282
原田 博子 江東区立有明中学校

江東区有明 ２ -１０ -１ tel. 3527-8261 fax. 3527-8263
部 員 渓内 明 文京区立第八中学校

文京区千駄木２－１９－２２ tel. 3821-7128 fax. 5685-4929
岡崎 伸一 品川区立荏原第六中学校

品川区小山５－２０－１９ tel. 3781-7776 fax. 3781-4315
上尾栄美子 江戸川区立篠崎第二中学校

江戸川区下篠崎町１４－１ tel. 3677-9531 fax. 3677-9532
江濵 悦子 大田区立大森第四中学校

大田区池上１－１５－１ tel. 3753-7500 fax. 3753-7501
中川 智子 大田区立大森第十中学校

大田区仲池上２－１３－１ tel. 3752-4245 fax. 3752-4247
前田 宏美 葛飾区立桜道中学校

葛飾区柴又４－３－１ tel. 3659-4371 fax. 5694-0029
壽原 友理子 世田谷区立三宿中学校

世田谷区太子堂１－３－４３ tel. 3413-4511 fax. 3413-4409
大竹 順子 八王子市立松木中学校

八王子市別所１－３４－１ tel. 042-678-2588 fax. 042-678-1490
伊地知義則 豊島区立池袋中学校

豊島区池袋本町４－５－２４ tel. 3986-5435 fax. 5951-3906
福田真希子 葛飾区立水元中学校

葛飾区水元３－２０－１ tel. 3607-7406 fax. 5699-1619
島田 朋美 荒川区立第四中学校

荒川区荒川６－５７－１ tel. 3895-7334 fax. 3819-6815
金子 健次郎 大田区立田園調布中学校

大田区田園調布 2 丁目 60-1 tel. 3721-4241 fax. 3721-4242
岡田 成博 小平市立小平第三中学校

小平市鈴木町１－３１１ tel. 042-341-0575 fax. 042-341-0619
水嶋 諒 江東区立深川第四中学校

江東区千石１－１２－１２ tel. 3644-3077 fax. 5690-4032
柴田 さや香 墨田区立桜堤中学校

墨田区堤通２－１９ tel. 3616-5630 fax. 3616-5635
本田 大輔 葛飾区立葛美中学校

葛飾区水元２－１７－１ tel. 3627-1401 fax. 5699-1482
日座 正太 練馬区立石神井中学校

練馬区石神井台１－３２－１ tel. 3997-3131 fax. 3997-2742
高杉 達也 千代田区立九段中等教育学校

千代田区九段北２－２－１ tel. 3263-7190 fax. 3288-3499
坪田 裕希 武蔵野市立第一中学校

武蔵野市中町３－９－５ tel. 0422-51-8041 fax. 0422-55-5186
部員総数２３名（部長、副部長含む）


