外国語教育メディア学会関西支部中学高校授業研究部会
英語の教え方研究会
より良い英語教育を考える会
共催

「第２１回中学高校教員のための英語教育セミナ－」
日

時：

３月２１日（土） ９：５０～１７：３０
３月２２日（日）１０：００～１７：３０
場 所： キャンパスプラザ京都（JR京都駅・ビックカメラ前）
内 容： テーマ「小学校英語教育に続いて中学高校の英語教育はどのように変わらなけ
ればならないか？」
２１日（土） ４階第２講義室（２２日は５階第１講義室）
9:30 受付
9:50 開会の辞
西本有逸（京都教育大学）
9:55～11:35 シンポジウム：中学高校の英語教育の課題と展望
「小学校英語教育の動向」
西本有逸（京都教育大学）
「中学校英語教育の課題と展望」
杉本義美（京都外国語大学）
「高校英語教育の課題と展望」
鈴木寿一（京都外国語大学）
「小中高全体を通してのコメント」
阿野幸一（文教大学）
今，英語教育は大きな変革期にあります。世界共通語としての英語を小中高大を通してどのよう
に教えていくのかが問われています。大所高所からの視点を持ちながらも，今回は中学高校の英
語教育について考えます。小学校英語教育の教科化にともない，中学高校の英語教育も変わらざ
るをえません。４名のシンポジストが課題と展望（元気の出る話！）について語り合います。
11:35～13:00 昼食・展示
13:00～14:20 講演＆ワークショップ１：CAN-DO リストからの授業作り
阿野幸一（文教大学）
それぞれの中学校と高等学校ごとに、CAN-DO リストを作成することが求められています。な
ぜ英語の授業に CAN-DO リストが必要なのか、そして CAN-DO リストを作ることでどのように
授業改善ができるのかを考えていきます。
14:40～16:00 講演＆ワークショップ２：CAN-DO で教科書を活用する
阿野幸一（文教大学）
CAN-DO リストを作成はしたが、
毎日の授業でそれが十分に活かされていない現状があります。
その原因を考えるとともに、CAN-DO リストと毎日の授業で使う教科書をどのように関連づけ
たらいいかを、検定教科書を使いながら参加の先生方といっしょに考えてみます。
16:20～17:30 全体討議とＱ＆Ａ
阿野幸一（文教大学）・杉本義美（京都外国語大学）
鈴木寿一（京都外国語大学）
・西本有逸（京都教育大学）
２２日（日）５階第１講義室
9:40 受付
10:00～11:20 講演＆ワークショップ３：生徒の学習意欲を引き出すために
阿野幸一（文教大学）
生徒を引きつける英語の授業を行うために、教師が毎日の授業の中でどんなことに気をつけなけ
ればならないかをテーマとします。毎日の授業で行っているペアの組み方や生徒への指示の出し
方などについて、先生方の日常の授業を振り返ります。
11:20～12:40 昼食・展示
12:40～14:00 講演＆ワークショップ４：日々の授業にひと工夫－授業の指導場面から①
阿野幸一（文教大学）
毎日の授業場面を設定し、どのような指導方法を用いることで生徒が活動に取り組むかをワーク

ショップ形式で考えます。誤りへのフィードバック、答え合わせ、音読指導などを取り上げます。
14:20～15:40 講演＆ワークショップ５：日々の授業にひと工夫－授業の指導場面から②
阿野幸一（文教大学）
引き続き、授業の具体的な場面での指導について考えます。スピーチ指導や小テスト、語彙指導
や文法指導などを取り上げる予定です。
16:00～17:20 全体討議とＱ＆Ａ
阿野幸一（文教大学）・杉本義美（京都外国語大学）
鈴木寿一（京都外国語大学）
・西本有逸（京都教育大学）
17:30 閉会
事前申込の場合
当日参加の場合
［ 参加費 ］
１日のみ
２日間
１日のみ
２日間
LET 会員
1,000 円
1,500 円
1,500 円
2,500 円
①
注：年会費 6000 円を支払って、LET から
学会誌等を受け取っておられる方）

②
③
④

英語の教え方研究会
より良い英語教育を考える会会員
① 以外の大学院生・学部生
① ② ③以外の方

1,500 円

2,500 円

2,000 円

3,500 円

1,500 円
3,000 円

2,500 円
5,000 円

2,000 円
3,500 円

3,500 円
6,000 円

［ 参加申込方法 ］
1. 事前申し込み： ３月９日（月）締切（郵便局当日受付印有効）
郵便局備え付けの振替用紙に必要事項をご記入の上、ご送金下さい。
なお、お送りいただきました参加費は理由の如何に関わらず返金いたしかねますので、ご了承下さい。
口座番号： 00920－7－153267
加入者名： 鈴木寿一
必要事項： 振替用紙の通信欄に次の事項 1, 2, 3, 4を必ずお書き下さい。
1. 参加日：例 1: 3 / 21, 22（2日間ご参加の場合） 例 2: 3 / 21（1日のみご参加の場合）
2. 送金内訳：例 : 参加費 1,500円、書籍代金 5,700円（書籍番号1, 2, 3）のように明記して下さい。
3. 電子メ－ルアドレス（お持ちでない方は電話番号またはFAX番号)
4. 勤務校名または在籍校名： 教員の場合 ○○市立△△中学校、○○県立△△高等学校、○○大学
学生の場合 ○○大学大学院△△研究科院生、○○大学△△学部
2. 当日ご参加の場合：セミナ－当日、受付にて当日参加費をお支払い下さい。

［ 会場までの交通機関 ］
京阪電車利用の場合： 丹波橋で下車、近鉄電車に乗り換え、近鉄京都駅下車（所要時間約 10 分)、
会場（講義室）まで徒歩約 7 分。
近鉄電車利用の場合： 西大寺から急行で近鉄京都駅下車（所要時間約 45 分）
、
会場（講義室）まで徒歩約 7 分。
JR 利用の場合：
京都駅下車、会場（講義室）まで徒歩約 6 分。
阪急電車利用の場合： 梅田から特急で烏丸で下車（所要時間約 40 分）、京都市営地下鉄に乗り換え、
京都駅下車（所要時間約 5 分）
、 会場（講義室）まで徒歩約 7 分。

［講師紹介］(五十音順)
阿野 幸一（あの こういち） 文教大学国際学部国際理解学科教授。
大学では英語教職課程を中心に担当。専門は英語教育、応用言語学。2008 年度から 2012 年度まで
NHK ラジオ講座「基礎英語３」講師。2013 年度から同「基礎英語２」の講師を務めている。早稲田
大学教育学部英語英文学科卒業。早稲田大学大学院教育学研究科英語教育専攻修了。埼玉県立和光
高等学校、埼玉県立伊奈学園総合高等学校、埼玉県立伊奈学園中学校と 19 年間公立高校と中学校
で教鞭をとった後、茨城大学を経て現職。主な著書に、文部科学省高校検定教科書『All Aboard!
Communication English Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』
（東京書籍）
、
『日々の英語授業にひと工夫』
『英語授業ハンド
ブック＜高校編＞』
（以上、大修館書店）
、
『英語発音指導マニュアル』
（北星堂）
、『阿野幸一のグラ

マーポイント』、
『みんなの楽しい英文法－「スタンプ例文」でわかる英語の基本』
、
『すぐに使える
英会話表現！フレーズ練習帳』、『ストーリーで学ぶ英文法の基礎』、『千夏の青春ストーリーで学
ぶ 伝わる英会話 70 表現』
（以上、NHK 出版）
、『英文レターの書き方とマナー』
（高橋書店）など。
英語教育関係の雑誌連載に、
「アノ先生ヒロ先生の日々の授業にひと工夫」
（大修館『英語教育』2008
－2010 年度）
、
「私の授業改善－小さなひと工夫から」
（大修館『英語教育』2011 年度）
、
「コミュニ
ケーションのための英文法指導」（日本英語検定協会『英語情報』2012 年度）、
「お悩み解決！新人
教師応援委員会」（大修館書『英語教育』2014 年度‐）
。NHK 教育テレビ「わくわく授業」に中学校
の授業実践で出演した（2004 年 7 月）。
杉本義美（すぎもと よしみ） 京都外国語大学英米語学科教授
京都教育大学英文学科卒業後、18 年間京都市立朱雀中学校英語科教員として勤務の後、5 年間の京
都市教育委員会学校指導課指導主事、京都市総合教育センター指導室指導主事を経て、2005 年より
京都外国語大学准教授、2011 年より教授。専門は英語教育学、教育評価、小学校英語と中学校英語
の連携。勤務校では、学部の TEFL コース専門科目 Professional Development in TEFL、英語教育法、
英語教育学ゼミなど、大学院博士前期課程で、授業観察分析、評価、修論ゼミなどを担当。京都外
国語大学資格課程専門部会委員長。中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会外国語専門部
会委員(第 3, 4 期)及び文部科学省教科用図書検定調査審議会専門委員(平成 18,19 年度)、教育委員
会研究指定校のアドバイザー等を務める。著書：『指導と評価の一体化を目指す英語授業の創造―
「目標に準拠した評価」実践ハンドブック』」（東京書籍）、『中学校英語指導と評価の実際』、
『私の英語授業』（以上、大修館書店）、中学校用検定教科書 New Horizon English Course、『京都
発！英語で道案内』（東京書籍）、監修書『中学校・読む力を伸ばす英文教材集』（京都府総合教
育センター）ほか、英語教育に関する論文多数。
鈴木寿一（すずき じゅいち） 京都外国語大学英米語学科教授
神戸市外国語大学英米学科卒業。公私立の中学・高校 4 校で 26 年間、本当に生徒のためになる英
語授業を実証的に追及。1998 年京都教育大学助教授、2001 年同教授、2005 年より現職。勤務校
では、学部と大学院博士前期・後期課程で英語、英語教育関係科目、研究指導を担当。学外では、
文部科学省及び教育委員会研究指定校などのアドバイザーを務める。4 技能の指導法・4 技能に結
びつけた文法及び語彙指導法・小中接続のための効果的な指導法の研究と教材開発、英語教師が自
分で自分の授業を改善することを可能にする「英語授業自己診断テスト」の開発、現場からの要請
による訪問授業改善指導などに取り組んでいる。主な著作：『英語音読指導ハンドブック』、『より
良い英語授業を目指して』
、
『英語教育の基礎知識』
、
『英語科教育法ハンドブック』(以上、大修館書
店)、
『ことばの心理と学習』
、
『現代の言語研究』
（以上、金星堂）
、
『新しい読みの指導』
（三省堂）、
高等学校検定教科書 MAINSTREAM, NEW STREAM シリーズ（増進堂）
、English Ice Break シ
リーズ（監修）
（スカイ出版）ほか。
西本有逸（にしもと ゆういち） 京都教育大学英文学科教授
兵庫教育大学大学院学校教育学研究科修士課程修了。大阪府内の 3 つの国公立高等学校に計 14 年
間勤務。2001 年京都教育大学助教授。2008 年より現職。専門は英語教育学、ヴィゴツキー・バフ
チン理論。英語科教育を認識論と存在論から捉え直している。リーディング論を中心とする認識論
だけでなく、人間の存在に外国語教育がどのような役割を果たすのかを身体・言語・情動・人格を
基軸に考究している。主な著作：『これからの英語学力評価のあり方』
、『伝達意欲を高めるテスト
と評価』
（以上、教育出版）
、分担執筆：
『英語リーディングの認知メカニズム』
（くろしお出版）、『英
語音読指導ハンドブック』
『より良い英語授業を目指して―教師の疑問と悩みにこたえる』、（以上、
大修館書店）、学術雑誌『ヴィゴツキー学』に論文を多数執筆。A Pedagogically Motivated
Framework of Ontology in the Cultural-historical Theory: Emoting, Languaging, and
Authoring the World. A keynote address at the 10th International Vygotsky Conference in
Moscow, 2009. A Unit of Dialogical Consciousness in Times of Globalization. A paper
presentation at the 15th International Bakhtin Conference in Stockholm, 2014.ほか

［ 事前申込割引書籍リスト］
・書籍代金は参加費とともに振込用紙でご送金下さい。

・以下の書籍を特別価格でご購入いただけますのは今回のセミナ－にご参加の方のみです。
書籍のみの注文はお引き受けできません。表示価格は消費税込の価格です。
・以下の書籍以外でも、大修館書店発行の書籍はセミナ－特別価格で入手できます。下記問い合わせ先
へ、購入ご希望の書名と著者名を２月２８日（土）までにお知らせください。２，３日後にセミナ－
特別価格をお知らせいたしますので、書籍代金を参加費とともにお送り下さい。
問い合わせ先： 鈴木寿一 j_suzuki@kufs.ac.jp

以下、2000 年以降に出版されたものを中心に、出版年の古いものから新しいものへと
順に並んでいます。一部欠番になっておりますが、絶版または改訂版が出版されたた
めです。
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

斎藤栄二（著）『英語授業レベルアップの基礎』２１６０円→ １７２８円
斎藤栄二（著）『英語授業成功への実践』２１６０円→ １７２８円
斎藤栄二・鈴木寿一(編著)『より良い英語授業を目指して』２９１６円 → ２３３３円
Ｆ・ジョンソン（著）『コミュニカティブな英語授業のデザイン』１９４４円→１５５６円
高島英幸（編著）『英語のタスク活動と文法指導』２７００円 → ２１６０円
高橋正夫(著)『実践的コミュニケーションの指導』２１６０円→ １７２８円
萩野俊哉（著）『コミュニケーションのための英文法』１９４４円→１５５６円
金谷憲（著）『英語授業改善のための処方箋』１９４４円→１５５６円
松沢伸二（著）『英語教師のための新しい評価法』２５９２円 → ２０７４円
杉本 卓・朝尾幸次郎（著）『インターネットを活かした英語教育』１９４４円→１５５６円
靜 哲人（著）『英語テスト作成の達人マニュアル』２５９２円 → ２０７４円
津田塾大学読解研究グループ（編）『英文読解のプロセスと指導』２８０８円 →２２４７円
石田秀雄（著）『英語冠詞講義』１７２８円 → １３８３円
佐野正之（著）『アクション・リサーチのすすめ』１９４４円→１５５６円
岡 秀夫（監修）『オ－ラル・コミュニケーション・ハンドブック』１９４４円→１５５６円
望月正道ほか（著）『英語語彙の指導マニュアル』２３７６円→１９０１円
金谷 憲ほか（著）『英語力はどのように伸びてゆくか』２０５２円→１６４２円
瀧口 優（著）『苦手を好きに変える英語授業』１８３６円→１４６９円
清川英男ほか(著)『英語教師のためのＥＸＣＥＬ活用法』１９４４円→１５５６円
吉田研作ほか(著)『日本語を活かした英語授業のすすめ』１８３６円→１４６９円
田中武夫ほか（著）『自己表現活動を取り入れた英語授業』２３７６円→１９０１円
三浦省五(監修)『英語教師のための教育データ分析入門』１７２８円 → １３８３円
小池生夫（編集主幹）寺内正典他（編著）『第二言語習得研究の現在』３０２４円 →２４２０円
白畑知彦（編著）『英語習得の「常識」「非常識」』１８３６円→１４６９円
岡秀夫・赤池秀代・酒井志延（著）『英語授業力強化マニュアル』２３７６円→１９０１円
佐野正之（著）『はじめてのアクション・リサーチ』１７２８円 → １３８３円
高島英幸(著)『文法項目別・英語のタスク活動とタスク』２５９２円 → ２０７４円
ゾルタン・ドルニェイ（著）・米山朝二・関昭典（訳）『動機づけを高める英語指導ストラテジ
ー３５』
２２６８円→１８１５円
31. 酒井邦秀・神田みなみ（編著）『教室で読む英語 100 万語－多読授業のすすめ』
１６２０円→１２９６円
32. 西野春雄（著）『英語学習のための情報リテラシー』１４０４円→１１２４円
33. 小寺茂明・吉田晴世（編著）『英語教育の基礎知識』１７２８円 → １３８３円
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37. 小池生夫（編集主幹）『第二言語習得研究の現在』３０２４円 →２４２０円
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51. 白畑知彦ほか（編著）『英語教育用語事典』（改訂版）２７００円 → ２１６０円
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54. 樋口忠彦ほか（編著）『すぐれた英語授業実践』２３７６円→１９０１円
55. 田中武夫・田中知聡（著）『英語教師のための発問テクニック』２３７６円→１９０１円
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