
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19,000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。 

2017年7月29日（土）-- 8月18日（金）  各コース１日制 

--文部科学省後援-- 

2017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  

 URL: http://www.elec.or.jp   

（サイトのlocationで地図をご覧いただけます） 

 

日程  7月29日(土)---8月18日(金）8/3,10,17(木)を除く  

時間 9:30--12:20 13:30--16:20  

会場  ELEC英語研修所（竹橋・大手町）ビル地下１階 
地図  http://www.elec.or.jp/location.html を参照ください。 

定員   30～60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  
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生徒の「やる気」を刺激する授業の仕掛け 

布村奈緒子 
東京都立両国高等学校 

記号A1 

7/29 

(土) 

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29日（土）-- 8月4日（金） 8/3（木）除く  

記号Ａ２ 

7/30 

(日) 

  午前 

記号Ａ３ 

7/31 

(月) 

午前 

午後 

書きたい気持ちにさせるライティング指導 

どんどん手が挙がるディベートの指導 

自主的に取り組む家庭学習のアイデア 

記号A6 

8/4 

(金) 

午前 

午後 

記号Ａ４ 

8/１ 

(火) 

記号Ａ５ 

8/2 

(水) 

   

午前 

午前 

午後 

午後 

 
 

 
 

自律型学習者を育てるための 
生徒主体とした授業改善 

   

   

   

 

 

午後 

午後 

１ 

豊嶋正貴 
文教大学付属中学高等学校 

萩原一郎 
神奈川県立鶴見高等学校 

藤田早苗 
岩手県立一関第一高等学校 

津久井貴之 
お茶の水女子大学附属高等学校 

卯城祐司 
筑波大学 

寺内正典 
法政大学 

松下信之 
大阪府教育センター 

日臺滋之 
玉川大学 

大野理智子 
秋田県湯沢市立山田中学校 

片山七三雄 
東京理科大学 

吉田章人 
日本女子大学附属高等学校 

本文の導入と説明の後、飽きさせずにどう繰り返し音読させるか 

音読から話す活動（発表活動）へ結びつける指導のプロセス 

音読の具体的な指導とその留意点 

高校英語授業における 

効果的な音読指導 

学習者の読みを深化し、 

発展させるための読解指導 

「協働学習を活用した英文要約からプレゼン、質疑応答へと 

繋ぐ展開」→「ディープアクティブラーニングを活用した 

ポストリーディング活動」 

論説文を含む「アカデミックな英文」とはどういうものか 

「アカデミックな英文」を名詞を中心に正確に読解・作文する 

「アカデミックな英文」を読解・作文するためにはどうすればよいのか 

論説文読解からアカデミックな作文へ 
★受講数日前に事前資料を添付メールでお送りいたします。 

コミュニケーション英語Ⅰの授業実演 

「仮定法過去」の授業をどうつくるか 

生徒のつまずきにどう対応するか 
基礎力を定着させる授業の進め方 

教師と生徒のためのICTを活用した 

授業づくりの視点 

ICTの考え方・活用方法を再考し、ICTを活用した授業づくりについて 

実践事例を紹介しつつ、ワークショップ形式でいっしょに考えていきます。 

便利なアプリ、成績処理、テスト、教材作成の方法等も紹介します。 

高次思考能力を用いた「書く」「話す」活動 

教科書から実社会へ関心をつなげるタスク作り 

アクティブラーニングを授業に取り入れる方法 

思考力と判断力を育成する 

英語授業の実際 

授業やテストの発問により異なる読みとその評価 

Facts finding型、Inference型、Generalization型の分類 

目的を持った英文読解質問項目作成の解説と演習 

目的を持った英文読解質問項目の作成 
Facts finding, Inference, Generalization 

生徒の思考を促し、自己表現力を引き出す授業設計 

アウトプットにつなげるための教師の役割 

英語で理解を深めアウトプットを促す具体的な指導例 

理解を深め自己表現力を養う 

指導の工夫 

新指導要領を見据えた言語活動と 

家庭学習の指導のポイント 

毎日の授業で行う言語活動の何をどう変えたらよいか、教科書をどのように
扱えばよいか、予復習や家庭学習をどのように指導すればよいか、教師は
指導力や英語力を高めるために何をしていけばよいか、の4つの問いについ

て中高両方を見据えて具体的・実践的に考えます。 

アクティブ・ラーニングを取り入れた 

語彙指導 

      語彙の習得についていわれていること 

 学習者コーパスを活用した表現の能力を伸ばす語彙選択 

選択した語彙をアクティブ・ラーニングの活動と結びつける指導 

仲間同士で刺激しあい意欲を高め合う活動の実際 
     教科書の題材を広げるアウトプット活動と教師の発問の留意点 

     定着を目指した言語活動の指導の工夫（2015年度ELEC英語教育賞受賞校） 



記号A7 

8/5 

(土) 

記号A8 

8/6 

(日) 

記号A9 

8/7 

(月) 

記号A12 

8/11 

(金) 

午前 

午後 

記号A10 

8/8 

(火) 

記号A11 

8/9 

(水) 

--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 

午後 

午前 

午後 

 

 

 

午前 

午後 

午前 

午後 

 
 

 
 

 
 

１つの新出文法事項を習得させる指導手順 （導入から練習、言語活動 

まで）／ReadingやWritingにつなげる音声中心の言語活動 

 

 
 

 
 

２ 

午後 

江利川春雄 
和歌山大学 

飯塚秀樹 
獨協医科大学 

平木裕 
文部科学省初等中等教育局 

胡子美由紀 
広島市立井口中学校 

蒔田守 
元筑波大学附属中学校 

本多敏幸 
千代田区立九段中等教育学校 

佐藤留美 
東京都立西高等学校 

吉住香織 
神田外語大学 

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 

渓内明 
文京区立第八中学校 

工藤洋路 
玉川大学 

中野達也 
駒沢女子大学 

8月5日（土）-- 8月11日（金） 8/10（木）除く  

中学英語授業の文法の導入、教科書
本文の導入から言語活動への展開 

英語で進める中学英語授業の考え方 

次期学習指導要領を見据えた入門期の指導と具体的な活動例 

教科書本文に入る前の具体的な指導 

英語で進める 

中学英語授業の入門期から活動まで 

生徒にわかる楽しさを実感させる 

授業の進め方 

英語がわかる喜びを実感させる指導の取り組み方 

音読・暗唱・暗写を基盤とした基礎力定着について 

生徒をやる気にさせるひと工夫 

思考力を促進しながら行う 

話す・書く活動 

コミュニケーション英語Ⅲの指導と授業評価を通して考える 

英語での授業 

自律的学習者を育てる授業づくり 
自ら学ぶ姿勢を育てる授業で不可欠な要素 

意欲的に自分の考え方や思いを伝え合い、ともに高め合う授業を目指す
ためのヒント／9月の新学期に向けた具体的な授業改善の視点とは 

次期学習指導要領を視野に入れた  

中学校外国語科の指導と評価の在り方 

新学習指導要領を視野に入れた授業で中学教員が求められる指導力 

とは。「授業は英語で行うことを基本とする」の意味と目的 

どのように授業を組み立てていくべきか、指導する上での留意点 

豊かな人間関係、授業での規律、学習習慣を育むためのルール 

間違いを気にせず、積極的に発言する態度を育てる授業のマネジメント 

4技能統合した言語活動と協同学習を軸にした授業の実際 

生徒が生き生きと学び合う 

英語授業マネジメント 

自律学習者を育てる 

協同学習を取り入れた授業づくり 

学力と人間関係力を育て合う協同学習の考え方と導入方法 

授業を活性化させ、全員の学びをどう深めていくか 

協同学習の留意点、指導実例と体験、先行実施校の成果と課題 

学習者のレベルを問わずに機能する手法について／リプロダクションと 

シャドーイングを統合した授業／Consecutive Interpreting Approachを 

実際に体験する （2011年度ELEC賞受賞者） 

音声中心の 

中学校英語授業の効果的な指導法 

即興で話すこと（やりとり・発表）が 

できるようになるための段階的な指導 

基礎練習からチャットへと発展させる指導 

様々なトピックについて話せるようになるための指導 

中学・高校の教科書本文を活用した即興的活動 

 

導入～発展的プロジェクト活動まで、生徒の意欲を引き出し定着を 

図りながら、段階的に思考を深め表現を促す授業デザインと、 

効果的な英語使用や発問を通した授業指導の実際 

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 

英語で行う高校英語の指導の実際 

思考力の育成と言語活動の高度化を目指す指導 

教師の発問と言語活動のデザインの手法 

スピーキング・ライティングを伸ばすための授業展開 

 



記号A13 

8/12 

(土) 

午前 

午後 

記号A14 

8/13 

(日) 

午前 

午後 

記号A15 

8/14 

(月) 

午前 

午後 

記号Ａ18 

8/18 

(金) 

記号A16 

8/15 

(火) 

記号A17 

8/16 

(水) 

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12日（土）-- 8月18日（金） 8/17（木）除く  

午前 

午後 

 
  

 
  

３ 

山本良一 
関西大学中等部高等部 

斉田智里 
横浜国立大学 

肥沼則明 
筑波大学附属中学校 

北原延晃 
港区立赤坂中学校 

太田洋 
東京家政大学 

阿野幸一 
文教大学 

柳川浩三 
法政大学 

前田昌寛 
石川県立金沢商業高等学校 

手島良 
武蔵高等学校・中学校 

瀧沢広人 
埼玉県寄居町立寄居中学校 

久保野りえ 
筑波大学附属中学校（非常勤講師） 

久保野雅史 
神奈川大学 

発信力を高める英語で行う授業の工夫 

理論に基づく具体的な授業の展開（模擬授業をします） 

英語嫌いを英語好きに変える授業の実践 

明日から使える授業テクニックと指導のコツ 

新学習指導要領を見据えた学習評価 
目標に準拠した学習評価をするための考え方 

思考力・判断力・表現力を育成するための評価とは 

テストの考え方と作り方について （2003年度ELEC賞受賞者） 

英語嫌いを作らない綴りと発音の指導 
英語の苦手意識は「単語が読めない・綴りが覚えられない」ことから 

単語を自力で読み書きできる力と、通じる発音の習得は表裏一体 

中1から高校まで活用できるphonicsの具体的指導法の基礎と応用 

英語で進める授業がめざす理念とその効果を議論し、教師と生徒のイン
タラクションを増やすことで生徒の思考を活性化させる具体的な指導と、
その指導を可能にする生徒同士・教師と生徒の人間関係作りについて 

英語で行う中学英語の授業のあり方 

リーディング指導の 

基本的考え方とその工夫 

訳読に終始しない指導の手順、速読力を鍛え、 

且つ、精読につなげるための指導。 

リーディングの速さが異なる生徒への配慮 

英語で行う授業で、直読直解の力を育てる基本の方法 

訳文に頼らず理解に導く教科書の扱いと、発信への道筋を体験する 

中学から高校まで活用できる教科書の生かし方 

「英語で授業」で読解力をつける 

教科書本文の扱い方 

 

4技能型大学入試を控え、教室内外で使えるタスク（プチディベート, 
etc.）を受講者が実際に体験することで自分の授業を変えてみる。 

ぜひ楽しんでください。（2012年度ELEC賞受賞者） 

教室をコミュニケーションの場とする実践  
－内容（Global issues）と言語をタスクにのせて－ 

生徒のやる気を高める 

授業の組み立て方 

すぐに役立つ授業で使える様々なアイディア 

英語授業において生徒のやる気を引き出すには 

生徒の学力を伸ばす授業づくりと指導の工夫 

アクティブラーニングの根幹をなす生徒対生徒のやりとりを効果的に 

スムースに行うには教師はどんな点に配慮したらよいのか。講師が 

作った”ペアワーク集”の実物を使ってワークショップ形式で進める 
ペアワークの基本と教師の役割 

これで英語の授業が変わる！ 

改善のポイント 

言語習得につながる英語の授業 

いままでの英語の授業を見直してみる 

文法中心に、また教科書本文の扱いを中心に、授業をどうするか 

『英語教育』(大修館書店）の連載、「にっぽん全国  
教室おじゃまします！」で取り上げた授業から見えてくる授業改善 

の視点。今回はその第3弾で、2017年度前半に掲載した授業を扱います 
優れた授業実践から学ぶ英語指導  Part3 

「四技能入試」に対応できる教科書の 

指導とテストの改善 

四技能を伸ばし測定するテストの作り方 

四技能を鍛える授業と家庭学習のあり方 

教科書の英語を活用して発信するための音声指導 


