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本年度も各部、地区幹事、部長名簿を作

成し、全都の地区部長、地区幹事に配布し

た。また、年間事業は右記の通 りである。

①の定期総会は今年度も多くの参加者を

集うね らいで、時間帯を遅らせた。また、

講演会は行わなかった。講演会については

今後の課題と捉える。

②は昨年までの全中英協に代わるもので、

全英連中学部が主催し、その受付業務のお

手伝いをした。

③の関ブロ千葉大会は11月に千葉市で行

われた。昨年同様大会が 1日 開催となった。

今年度は 「国際社会を生きる日本人の育成」

一基礎 ・基本の定着から実用使用への発展

的指導を通して一主題に開催された。東京

からは 「発信型コミュニケーション能力を

育てる指導」を研究主題に中央区立銀座中

学校の鶴田峰子先生より実践に基づいた提

案があった。また、本年度から開催県の指

導主事先生に指導助言を頂いた。関ブロ大

会への参加者が今年度も少なく、事務局と

しても苦慮しているところである。少人数

指導導入等に伴い、先生方がなかなか現場

を離れられない状況や出張の許可が下 りな

い実態を各地区から頂く。今後、研修や研

鎖の大切さを見直し、先生方が積極的に研

修会等に出られる環境作 りを考えていくこ

とは都中英研本部の責務と捉えている。

平成19年11月16日 (金)には神奈川県茅

ヶ崎市にて関ブロ神奈川大会が開催する予

定である。大会案内を各地区で積極的に紹

介していただき、一人でも多くの参加者が

集まる各地区部長 ・地区幹事の先生方にご

協力を頂きたい。

11月25、26日 には、全英連東京大会が

昭和女子大学、国立オリンピック記念青少

年総合センターで実施され、総務部では受

付業務を中心にお手伝いをした。

【年 間 事 業】

① 5月   定 期総会

・資料作成  ・ 受付業務

② 7月   「 第 1回全英連中学部研究

協議会」

・受付業務

③ 関 ブロ東京都事務局

・11月関ブロ千葉大会参加事務

(大会案内の発送、大会申し込みの

受付等)

④ 全 英連東京大会

・受付業務



6. 7月 27日 (木)全 英連中学部会

研究協議

於 :神楽坂エミール

講演 :「中学校英語教育における現

在の課題」

講師 :平田 和 人氏

(文部科学省初等中等教育局教科調査官)

7月 ～ 8月

中英研学力調査問題の作成

8月 2日 (水)第 1回研究部夏期語い

指導ワークショップ

於 :品川区立小中一貫校日野学園

指導者 :岡崎 伸 一

(品川区立小中一貫校 日野学園教諭)

北原 延 晃

(狛江市立狛江第一中学校教諭)

8月 2日 (水)第 2回 研究部夏期語い

指導ワークショップ

於 :狛江市立狛江第一中学校

指導者 :石井  亨

(江東区立第二南砂中学校教諭)

関口  智

(葛飾区立常盤中学校教諭)

鶴田 峰 子

(中央区立銀座中学校教諭)

8月 22日 (水)第 3回 研究部夏期語い

指導ワークショップ

於 :江東区立第二南砂中学校

指導者 :渓内  明

(大田区立東調布中学校教諭)

原田 博 子

(江東区立深川第一中学校教諭)

8月 17日 (木)

英語科教員サマーワークショップ

於 :文京区立第一中学校

①各種研究大会の確認

②各区市町村英語教育研究部長 ・地区

幹事研究協議会について

8月 25日 (木) 於 :神楽坂エミール

各区市町村英語教育研究部長 ・地区

幹事研究協議会

於 :神楽坂エミール

平成18年度

中英研事業報告

1,4月 18日 (火)役 員会

於 :神楽坂エミール

①役員組織等の確認

②年間事業計画の検討

③中英研定期総会に向けて

④役員会の日程

⑤関プロ千葉大会

⑥全英連関係等

2.5月 19日 (水)定 期総会 ・懇親会

於 :神楽坂エミール

①17年度事業報告

②17年度決算報告

③17年度会計監査報告

④新役員の承認

⑤18年度基本方針の承認

⑥18年度事業計画 ・予算の承認

◎懇親会

3.6月 13日 (火)役 員会

於 :神楽坂エミール

①全中連中学校部研究協議会について

及び全英連東京大会について

②関プロ千葉大会について

③地区部長、幹事名簿について

④十四大都市大阪大会について

⑤中英研だよりについて

⑥サマーワークショップ関係

②コミュニケーションテストについて

4 . 7月 1日 (火)

「都中英研だより」第51号発行

5.7月 11日 (火)役 員会

於 :神楽坂エミール

①全英連中学部研究協議について

②関プロ千葉大会進捗状況

③サマーワークショップ関係

7.

8 .

9.

10.



①ディベートができるようになるため

の指導の在り方

②生徒をひきつける指導 ・評価の工夫

講師 :松本  茂

(立教大学教授)

久保野雅史

(筑波大学附属駒場中 ・高等学校教諭)

11.8月 28日 (月)役 員会

於 :文京区立第十中学校

①関プロ千葉大会について

②全英連東京大会について

③コミュニケーションテスト問題の検

討

12.9月 29日 (金)役 員会

於 :神楽坂エミール

①関ブロ千葉大会関係

②全英連東京大会への取り組み

③都中英研ホームベージについて

13.10月 13日 (金)

第46回 14大都市公立中学校英語教育

研究連絡協議会

於 :大阪市

14.10月 23日 (月)役 員会

於 :神楽坂エミール

①関プロ千葉大会について

②全英連東京大会への取り組み

③都教職員研修センターとの連携に

ついて

15.11月 1日

「都中英研だより」第52号発行

16. 1 1月 10日 (金)

第30回 関プロ千葉大会 於 :千葉市

主題 「国際社会を生きる日本人の育成」
―基礎 ・基本の定着か ら実用使用への

発展的指導を通 して一

17.11月 13日 (月)授 業カアップ研究会

於 :文京区立第十中学校

①研究授業 小 寺令子教諭

②研究協議会

講師 :安原美代

(三鷹市立第三中学校長)

18. 11月25日 (土)・ 26日 (日)

第56回全国英語研究大会東京大会

於 :昭和女子大学人美記念講堂

国立オリンピック記念青少年総合センター

19.11月 28日 (火)役 員会

於 :神楽坂エミール

①都英語学芸大会について

②コミュニケーションテストについて

③研究部授業公開と研究発表

④全英連組織改善について

20.12月 3日 (日)第 59回英語学芸大会

於 :宝仙学園

21.1月 23日 (火)役 員会

於 :神楽坂エミール

①研究部発表会の準備

②平成19年度役員人事案

③全英連組織改善について

④平成19年度事業計画について

22.2月 23日 (金)

中英研研究部発表会

於 :府中市立第二中学校

①研究授業 :田口 徹 教諭

②研究発表 「語彙と英語教育 (30)」

③指導講師 :長 勝 彦先生

(武蔵野大教授)

23.2月 27日 (月)役 員会

於 :神楽坂エミール

①研究部発表会の報告

②平成19年度役員人事について

③次年度活動計画について

④中英研ホームベージについて

24.2月 下旬 「中英研会報」第65号発行

25.3月 初旬 役 員会

①18年度各部事業報告

②18年度決算報告

③次年度新役員構成の確認

④次年度総会について

⑤情報交換

⑥研修会

(総務部長 :飯島 光 正 記 )


