
ＥＬＥCでは全国の中学高校の先生方、教員志望の学生の皆様、また英語教育に関心がある方々を対象に、「ＥＬＥC英語教育研修会」を開催、
1957年より延20,000人以上の方にご参加頂いています。毎回多くの熱心な先生方が参加され、交流を深めながら授業改善を目指しています。 
より生徒のためになる授業、力がつく授業を作っていきたい。そんな先生方のご参加、お待ちしております！ 

講座は定員に達した場合、キャンセル待ちとなります。また講師・内容は都合により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。 

2018年7月28日（土）-- 8月17日（金）  各コース１日制 

--文部科学省後援-- 

2018年度ＥＬＥC夏期英語教育研修会 

一般財団法人英語教育協議会 / 
ELEC(エレック)英語研修所  

〒101-0054  千代田区神田錦町2-9 
 コンフォール安田ビル地下１階（会場） 

TEL: 0120-39-8685 / 03-3219-5221  

FAX: 03-3219-5988 ／E-mail: info@elec.or.jp  

（ELECホームページの「交通アクセス」で地図をご覧いただけます） 

       地図： http://www.elec.or.jp/location.html をご参照ください。 
 

日程  7月28日(土)---8月17日(金）7/30,8/6,8/13(月)を除く  

時間 9:30--12:20・13:30--16:20  

会場  ELEC英語研修所（コンフォール安田ビル地下１階） 

定員   68名 ＊キャンセルは講座の２営業日前17時まで。 

受講料 各コース１日制 ¥10,800  (資料代・税込) 

振込先 みずほ銀行神田支店(普)1073297  
    ザイ）エイゴキョウイクキョウギカイ 

Ｑ．何を期待して参加されましたか？ 

具体的な授業の展開・進め方を知る 

英語指導の多角的・多面的な視点を得る 

生徒にどのように対応したらいいか、ヒントを得る 

コミュニカティブな授業の組み立て方を知る 

使えるアイディア、ヒントの引き出しを増やす 

教科書に基づいた中学・高校英語の指導法 

１学期の授業を見直し、２学期からの授業力向上を図る 

Ｑ．受講後のご意見・ご感想 

「いつも目が覚める思いです。有意義なひと時でした」 

「とても役立つ視点をもらいました」 

「自分のスキルアップをしないと生徒がかわいそうだと感じました」 

「自分の生徒にはどのような方法が合うかなど 

授業を考える範囲が広がりました」 

「一人では学べないことを教えて頂き大変参考になりました」 

「自分の学校とレベルなどは違うが、 

共通の問題点もよく見え参考になりました」 

♪♪参加の先生方の声（アンケートより）♪♪ 

「より生徒のためになる授業を」「授業に活かせるアイディアを」 

「他の先生方の実際の授業を見てみたい」 

お申込からご受講までの流れ  HPから申込または申込書送付→お振込み（申込後１週間以内）→ELECより申込受付完了連絡→ご受講  

http://www.elec.or.jp/location.html


   

新学習指導要領を意識した 

授業改善の在り方 

西村秀之 
横浜市教育委員会 指導主事 

記号A1 

7/28 

(土) 

５ラウンドシステムの英語授業 午前 

--文部科学省後援--  ELEC夏期英語教育研修会   内容詳細 7月28日（土）-- 8月3日（金） 7/30（月）除く  

記号Ａ２ 

7/29 

(日) 

  終日 

記号Ａ３ 

7/31 

(火) 

午前 

午後 

 

CAN-DO リストによる指導と評価の一体化、インタラクションを重視した 

言語活動の実践、中学生段階での教育ディベートなどをテーマに、 

今求められている授業を共に考えるワークショップです。 

 

記号A6 

8/3 

(金) 

午前 

午後 

記号Ａ４ 

8/1 

(水) 

記号Ａ５ 

8/2 

(木) 

   

午前 

午前 

午後 

午後 

 
 

 
 

 

アクティブに学ぶ生徒が育つ 

英語授業マネジメント 

 

   

 

 

午後 

１ 

中野達也 
駒沢女子大学 

髙島英幸 
東京外国語大学 

胡子美由紀 
広島県広島市立古田中学校 

柳川浩三 
法政大学 

浅見道明 
筑波大学附属高等学校 

蒔田守 
元筑波大学附属中学校 

 

大野理智子 
秋田県湯沢市立山田中学校 

卯城祐司 
筑波大学 

本多敏幸 
千代田区立九段中等教育学校 

高校教科書を使い、 

４技能を統合した授業を体験する 

高等学校コミュニケーション英語の教科書を使って、インプットから 

クリティカルシンキング・ディスカッションまでを行う方法を、参加者を 

 生徒に見立てたワークショップを通じて体験していただきます。 

 

いま教室では「再話」が漠然と行われている。ここでは、動詞を指定した 

「条件付き再話活動」を試み、「書き手の意図」を的確に理解した 

「思考力・判断力」を伴う英文読解と、自分のことばで伝える発信活動を目指す。 

 

「条件付き再話活動」が育てる 

「思考力・判断力」を伴う英文読解力 

 

小学校段階ではLet’s Try! などを参考に、言語活動の集積としてのプロジェクト 

を行い、中・高等学校ではゴールとしての言語活動の観点からこれまでの授業内容 

を見直し、課題解決型の言語活動を文法指導でサンドイッチする指導法を提案する。 
 

プロジェクト型言語活動から「フォーカス 

・オン・フォーム」アプローチまで 

 

中学３年間＋高校３年間で確かな力を
身につけさせる英語指導のあり方 

中学３年間で基礎基本を定着させ、高等学校において 

大学受験につながる実戦力を身につけさせる指導の工夫。 

（2013年度ELEC賞受賞者） 
 

 

生徒の自己表現力を高めることを目標に、教科書の言語材料の定着を 

狙い何度も繰り返し使用するラウンド制授業。その具体的なプロセスを 

体験的に紹介します。 

① CLILで使うタスクの実際 

② CLILで扱う内容 （MSF, Inequality, humor, etc）  

③ CLILでの学習者の心の動き－臨床データから－ 

 

CLIL －原理から応用(soft version)まで－ 

授業の基本的な展開の再考 

～言語活動を見据えて～ 
（大好評につき、工藤先生と津久井先生 

によるコラボ研修会 第2弾！） 

１コマ５０分形式で以下のテーマについて扱う予定です。もう一度 

基本的な指導・支援や学習について考えたいと思います。 

  ・授業の展開やめあて（目標）について 
  ・文法や内容の解説（explanation）、音読について 
  ・教師が主導すべき場面について・ワークシートやノートを用いた 

    指導について・教科書本文の読解について 

 日々の言語活動を充実させ、 

コミュニケーション能力を育てる授業づくり 

•生徒の必要をとらえた授業づくりの重要性 

•「ネタ探し」に逃げない日々の定型パーターン確立 

•定期考査を一つの節とし、生徒の目標意識を育てる具体的方法 

 

生徒が主体的に学び合う授業づくりのポイントをご紹介します。特に、 

発話の即興力と瞬発力を育てる言語活動と生徒の思考を促す授業の 

実際をワークショップ形式でご紹介します。 

工藤洋路 
玉川大学 

津久井貴之 
お茶の水女子大学附属高等学校 

５領域に合わせたCAN-DOリストと 
目標を達成するための指導 

・新学習指導要領の内容に沿ったCAN-DOリストの作成方法を紹介 

します。・話すことの「やり取り」と「発表」の学習到達目標（特に即興で 

話すこと）を達成するための具体的な方法について紹介します。 



          中学校英語から始められる 

             「アカデミック英語」学習 

記号A7 

8/4 

(土) 

記号A8 

8/5 

(日) 

記号A9 

8/7 

(火) 

記号A12 

8/10 

(金) 

午前 

午後 

記号A10 

8/8 

(水) 

記号A11 

8/9 

(木) 

--文部科学省後援--  ELEC夏期英語教育研修会   内容詳細 

午前 

午前 

午後 

英語で行う授業の工夫－「英語嫌い」を 

「英語に夢中」に変える授業の工夫 
午後 

午前 

午後 

 

 

 

午前 

学習者視点で「思考・判断・表現」を 

目指す高校英語授業の指導と工夫 
午後 

午前 

午後 

 
 

 
 

 
 

アクティブなリーディング活動や役割が与えられたディスカッション活動等 
を通じて、教室が英語で思考・表現する空間になるのを体験できます。 
タスクの作り方や評価方法等４技能対応型授業について共に考えます。 

 

 

 
 

 
 

２ 

午後 

吉住香織 
神田外語大学 

瀧沢広人 
岐阜大学 

肥沼則明 
筑波大学附属中学校 

白畑知彦 
静岡大学 

小岩井高徳 
長野県教育委員会 指導主事 

山本良一 
関西大学中等部高等部 

前田昌寛 
石川県立金沢商業高等学校 

布村奈緒子 
東京都立両国高等学校 

豊嶋正貴 
文教大学付属中学高等学校 

飯塚秀樹 
獨協医科大学 

片山七三雄 
東京理科大学 

8月4日（土）-- 8月10日（金） 8/6（月）除く  

「伝える言葉、伝わるコトバ」   英語で 

進める思考力と表現力を高める授業 

 新学習指導要領を見据えて、アクティブラーナーを育成するための、 
「ワークシート」作成の視点及び、その効果的な活用方法を事例を示しつつ考え 
ていきます。併せて、「ICT」の考え方、活用方法などについても実践事例を 
示しつつ紹介していきます。 

 

 

生徒の学びを支える授業づくりの視点 

アカデミックな英語力とは何か？―同義語や同義構文を何故覚える必要がある 
のか．中学校英語から大学入試の論説文対策に何ができるか．中学校英語から 
言いたいことを「正確」に伝える方法をどこまで学べるのか（講義1週間前頃に資料 
を先行配布いたします） 

英語によるアウトプットを 

効率良く高めるための指導法 

4技能統合の授業の発展型としてのリーディング指導。訳読ではない 

リーディング指導の進め方。同一教材で行う速読と精読、個人の 

スピード差への対応、読解問題を扱う際の工夫、など。 

 

中学校の英語指導における 

  基本的な指導技術と心得 

実際の言語の使用場面を教室という限られた空間で学習者に 

どのように提供すべきか、１時間の授業の展開の中で具体的に 

ご紹介いたします。 

 

•生徒の主体性を大きく伸ばす活動のあり方（同じ活動を一歩上に進めるポイント）
・生徒が安心して活動できる環境作り（英語で授業を行うための土壌作り） 

•当たり前に行っていることに潜む発想転換の必要性（特に入門期の文字指導） 

   ・2020年度の「新学習指導要領」改訂に即した中学校での指導のあり方 

•小学校から中学校へつなげるための連携教育とは何か・第二言語習得に基づい
た中学校での指導について・英語教員が持つべき英語力と指導力について 

 

小学校との連携を踏まえた中学校での
英語授業の取り組みを考える 

 

生徒の意欲を高め、意見を引き出す指導の工夫と授業デザイン、 

LOTSからHOTSへ、定着～協働的な深い学びへ、生徒の思考を段階的 
に深める発問づくりと発展的な表現活動を促す授業指導の体験 

「すらすら英会話」の段階的指導・発展的指導／４人１組のEnglish Salon／ 
スピーチ＆スピーチQA／そのままスキットと創作スキット／マジカルクイズ／ 
Picture Telling／Who am Iクイズ／教科書のRetelling等、生徒のやる気を 
高める授業の工夫 

 

２学期から即実践！英語スピーキング
活動メニュー集 

４技能を統合的に活用することを 

    目指す授業づくり 

•教科書を活用した表現をするための仕掛けや工夫 

•小学校外国語教育との接続を意識した言語活動の在り方 

•生徒が「話したい」「伝えたい」という意欲を高めるアプローチ 

 

 

「英語が上手くなりたい」と考えている生徒は多いのに、「英語が苦手」という
生徒も多いものです。生徒たちのモチベーションを上げるためのポイントを 

お話します。またスピーキングを伸ばす指導、ＩＣＴの活用にもふれます。 

 

•スピーキング研究の成果を授業や英検２次試験対策に応用する 

•Consecutive Interpreting Approachを体験する  ・ 参加者との 

 継続的研究基盤の確立を目指す （2011年度ELEC賞受賞者） 
 

 

小菅敦子 
東京女子大学（非常勤講師） 

元東京学芸大学附属世田谷中学校 

教師が変われば、生徒が変わる！－これまでも、 
今も、これからも変わらない授業改善のあり方－ 

リーディング指導の具体的な進め方 



記号A13 

8/11 

(土祝) 

午前 

午後 

記号A14 

8/12 

(日) 

午前 

午後 

記号A15 

8/14 

(火) 

午前 

午後 

記号Ａ18 

8/17 

(金) 

記号A16 

8/15 

(水) 

記号A17 

8/16 

(木) 

午前 

午前 

午後 

午後 

--文部科学省後援--  ELEC夏期英語教育研修会   内容詳細 8月11日（土祝）-- 8月17日（金） 8/13（月）除く  

午前 

午後 

 
  

 
  

検定教科書を活用した語彙指導 

３ 

北原延晃 
東京都港区立赤坂中学校 

金枝岳晴 
東京学芸大学附属竹早中学校 

渓内明 
東京都文京区立第八中学校 

日臺滋之 
玉川大学 

太田洋 
東京家政大学 

阿野幸一 
文教大学 

手島良 
武蔵高等学校・中学校 

田村岳充 
宇都宮大学 

西垣知佳子 
千葉大学 

安西深雪 
神奈川県藤沢市立第一中学校 

松下信之 
大阪府教育庁 指導主事 

久保野雅史 
神奈川大学 

  Small Talkを磨こう ― Topic Sharingで 
主体的・対話的で深い学びの土台を創るー 

「なぜこのトピックについてやりとりをするのか」この問いへの答えが見つ
かったとき、子どもの心が動き、彼らは主体的に学ぼうとします。 

そんな状況を作るための鍵、教師のsmall talkについて共に学びましょう。 

 

    コミュニケーション力を高める 

疑問文の指導とパタン･プラクティス 

Which bus goes to Ueno Station?でなぜdoesが用いられないのか， 

疑問文はどう作るのかなどについて考え，疑問文の練習方法としての 

パタン･プラクティスの指導法を紹介いたします。（ハサミをご持参下さい） 

 聞くことを基盤に4技能を統合的に育てる 

 英語指導の方法－小中連携の視点から － 

小・中の英語教育を連携させるキーのひとつは，聞くことです。聞くことを 

基盤に，語彙・文法指導と結びつけながら，話すこと・読むこと・書くこと 

を統合させ，思考力，判断力，表現力を育てる方法を考えます。 

 

教科書本文のOral Introductionから音読、暗唱、言語活動に至るまでの
具体的な指導手順、1時間の授業の組み立て。音読を段階的に発展させ
て教科書の英語を定着させる方法。 

 

派手な準備が要らない文法の導入 

（北原メソッドAパターン） 

 

北原メソッドの基本中の基本のAパターンをご披露します。先生方が一番 

頭を悩ませている文法の導入を派手な準備をせずにどうやるか、生徒 

の頭に何を残すかについて実際に授業形式で体験をしていただきます。 

 

• 英語に苦手意識を持っている生徒が英語学習への興味・関心を高め、 

   英語でやり取りができるようにするための授業設計 ・教科書の題材理解を 

   深め、生徒の即興的な発話を引き出すための工夫やフィードバックの方法 

 

 

教科書を用いて「やり取り」する力を 

育成する授業づくり 

 

英単語を漢字のようにとらえ、新出単語の発音は自力でわかるはずがない
と思い込んでいる生徒たち。単語が覚えられず英語が嫌いになる生徒たち。 

フォニックスが救いとなります。実践的で多様な指導法をご紹介します。 

 

 英語で進める中学校の英語の授業 

 

•公立中学だってここまでできる！英語の授業 

•教科書の内容を英語で導入するオーラル・イントロダクションと、その後 

 の活動 を実際に体験し、英語で進める授業の組み立て方を考える 

 

•語彙習得で言われていること。 ・教科書を活用した語彙指導の具体例。  

•コミュニケーション活動でうまく言えない表現とはどのような表現か。  

•語彙学習ソフトEasyConc (Windows用・iOS)とFlashCard (iOS用)の活用方法。 

 
授業づくりのポイントを、言語習得の視点から考えます。「教科書本文」 
「TBLT(Task based language teaching)」「テスト」「家庭学習」などの 
トピックを取り上げます。 

 英語学習において、英文法と英単語の指導は欠かせません。 

しかし「文法問題集とテスト」「単語集とテスト」の繰り返しでは 

成果は出ません。「文法指導」「単語指導」について再考しましょう。 

     今あらためて考える 
「英文法」と「英単語」の指導 
 

中高６年間を見通した、スピーキング
の段階的指導と評価 

都立高校入試にスピーキングが、大学入試には民間検定試験が導入されます。 

教科書を使用した日常の授業の中で着実に力をつけ、それを評価していくには 

何が大切なのでしょうか？参加者と実践例を共有しながら考えていきます。 

日々の授業の中で綴りと発音の関係を 

               どう意識づけるか 

中学(校)英語  基礎力の定着 

      につながる音読指導 

言語習得につながる 

授業づくりのポイント 


