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平成２８年度研究部 事業計画（案）

１ 総務部 組織担当者

担当副会長 和田 文宏 校長 大田区立蒲田中学校

部 長 石井 亨 主任教諭 千代田区立九段中等教育学校

副 部 長 関口 智 指導教諭 江戸川区立清新第一中学校

原田 博子 主任教諭 文京区立第十中学校

伊地知義信 指導教諭 豊島区立池袋中学校

渓内 明 主任教諭 文京区立第八中学校

部員総数 ２７名

２ 活動方針

⑴ 研究テーマ「生徒の語いサイズを広げる指導の工夫３」

⑵ 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。

⑶ 部員相互の授業研究（ワークショップを通じて）

３ 年間事業計画表

期 日 項 目 内容説明 予 算 備 考

４月から

７月

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

計画、公開授業者（内部）決定

７月から

８月

夏の語い指導

ワークショップ

・研究部員が講師になっ

て、日頃の語い指導を

披露する。

・＠500 円☓９人

４，５００円 ・講師資料代

９月から

１月

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

助言者決定、まとめ、冊子原稿書き、指導案検討

２月

２４日

（水）

公開授業および研究

発表会

・公開授業と研究発表

＊昨年度冊子印刷費は都教委

が助成

０円（英検講

師料）

3,000 円

30,000 円

3,000 円

300,000 円

・講師謝礼

・講師交通費

・通信運輸費

・暖房費、灯油代

・会場校謝礼

・研究冊子印刷

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２８年度研究部名簿 部員総数２７名（部長、副部長含む）

担当副会長 和田 文宏 大田区立蒲田中学校
大田区蒲田１－１２－５ tel. 3732-9315 fax 3732 - 9316

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

副 部 長 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 文京区立第十中学校
文京区千石２－４０－１７ tel.3944-0371 fax.3944- 5914

伊地知義信 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

渓内 明 文京区立第八中学校
文京区千駄木２－１９－２２tel. 3821-7128 fax. 5685-4929

部 員 上尾栄美子 足立区立第五中学校
足立区西新井本町２－３－１ tel 3898- 7391 fax 03-3898-7392.

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 大田区立志茂田中学校
大田区西六郷１－４－１０ tel.3732-9318 fax. 3732-9319

前田 宏美 葛飾区立四ツ木中学校
葛飾区四ツ木４－２２－１ tel.3693-4644 fax. 5698-1751

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 杉並区立西宮中学校
杉並区宮前５－１－２５ tel.3333-8828 fax.3247-8935

福田真希子 江戸川区立鹿本中学校
江戸川区松本１－３６－１ tel.3651-0817 fax.3654-2191

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

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

本田 大輔 北区立飛鳥中学校
北区西ヶ原３－５－１２ tel. 3910－6175 fax. 3906-8755

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

新井 正秀 板橋区立赤塚第一中学校
板橋区徳丸４－１３－１ tel.3932-5314 fax.3935-1106

根本 誉 北区立王子桜中学校
北区王子２－７－１ tel.5902-3155 fax.3911-5991

太田 裕也 八王子市立第六中学校
八王子市上野町９７ tel.042-622-9131 fax 042-627-9541

佐藤 優 多摩市市立鶴牧中学校
多摩市鶴牧 6-5-1 tel 042-337-4020 fax 042-337-7657

古川 悟 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

松木 大典 中野区立中野中学校
中野区中野５—１２—３ tel 03-3389-1471 fax 3389-1472

藤野 康明 多摩市立多摩中学校
多摩市関戸３－１９—１ tel 042-375-7023fax 042-337-7646

森川 俊輔 世田谷区立駒沢中学校
世田谷区駒沢２—３９－２５ tel 3422 -7401 fax 3422-7899

堀田 奈梨子 世田谷区立東深沢中学校
世田谷区深沢４－１８－２８ tel 3703-0151 fax 3703-0156


