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No.26 （2012年秋号） 

 

 
第 33回 中国四国支部研究大会 

レポート 
 
	 2012 年 5 月 20 日（日），第 33 回中国四
国支部研究大会が広島国際大学広島キャン

パスで開催され，研究発表，実践報告，ワ

ークショップが行われた。以下，当日朝か

ら夕刻まで開催された研究大会の模様を，

支部役員による「参加レポート」の形で掲

載する。 
 

◇	 ◇	 ◇ 
 
研究発表	 
「小学校外国語活動における評価に関する

一考察：アンケート調査に基づいた教師に

よる外国語活動の観点の認識」	 

兼重	 昇（広島大学） 
 

 
	 外国語活動における「評価」では，テス

トを行わないことや評定をつけないこと等，

他教科と異なる部分も多く，難しさを覚え

ている現場の先生も多いことが予測される。

しかし目標があり，目標達成のために行っ

た諸活動がどのような児童の学びをもたら

したのかを捉えることは教育活動の一環と

して行われなければならない。本発表では，

この小学校外国語活動が抱える喫緊の課題

の１つといえる「評価」についての現場教

員の理解や考えの実態が報告された。特に，

中学校の評価観点との関係性の認識や振り

返りカードの活用に主な焦点が当てられた。 
 
（1）文部科学省が示した外国語活動の評価
の３つの観点と中学校外国語科の４つの観

点のつながりに対する教員の理解 
 
 

	 文部科学省が示した評価の観点では，小

中で非常に似通った表現が用いられており，

それゆえ観点同士のつながりが意図されて

いるように理解されることがあると兼重先

生は指摘する。実際，調査回答者の約半数

が，観点同士がつながっていると解釈して

いることが明らかになった。一方で，行政

担当者の考えでは，観点個々に小中でつな

がるものではなく，総合的につながるもの

と理解することが必要との見解が紹介され

た。 
 
（2）３観点の評価のしやすさ 
	 調査回答者が も評価しやすいと感じて

いるのは「関心・意欲・態度」で， も評

価しにくいと感じているのは「気付き」で

あった。このことについて，兼重先生の考

察は「関心・意欲・態度」については他教

科でも評価しているため，小学校教員にと

ってなじみがあることが要因ではないかと

いうものであった。 
 
（3）「慣れ親しみ」の捉え 
	 「慣れ親しみ」を見取る場面として，約

８割の回答者がコミュニケーション活動場

面を見取りの場面と捉えている。一方で，

歌，チャンツ，表現の反復練習等の「慣れ

親しませるための活動場面」を評価場面と

捉えている回答者も２割程度いた。 
 
（4）振り返りカードの活用 
	 回答した小学校教員の多くが，振り返り

カードを既に利用しており，そのうちの半

数以上が毎時間実施していることが分かっ

た。振り返りカードの形としては，毎回プ

リント 1 枚で配布する方法やファイルにま
とめる方法が多く取られているが，子ども

たちが時に読み返し，自らの学びを振り返
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るためには，小さなノートに継続して記入

するなどの工夫が求められることが述べら

れた。 
	 また兼重先生は，振り返りカードを書く

だけではなく，そこに書かれた内容の共有

や教員からのフィードバックが重要である

と説明された。そのためには，振り返りカ

ードの返却タイミングやシェアリングの時

間確保等について更なる工夫が期待される。 
	 さらに質疑応答の中で，観点を示して振

り返らせることの功罪が議論された。観点

を示すことで児童が振り返りを書きやすく

なるというメリットはあるものの，無難な

振り返りが多くなるというデメリットもあ

ると兼重先生は語られた。観点を決め，そ

れについての記述が出るように導くのは教

師の都合であり，本来は子どもたちに自由

に書く機会を与え，そこから気付きや関

心・意欲・態度等を見取るのが教師の仕事

であるというお話は大変興味深かった。 
（松宮奈賀子	 広島大学） 

 
◇	 ◇	 ◇ 

 
実践報告 
「子どもが自主的に話す態度の育成―児童英語教

室における問題点と解決策―」 
國本和恵（子供英語） 

 
	 小学校英語，児童英語教室において子ど

もが自主的に発話する態度の育成は，近年

大きな課題である。國本先生は長年児童英

語教室「子供英語」を主宰され，多くの子

どもたちを指導されてきたご経験から，

様々な工夫で子どもたちを自主的な会話へ

と導いておられる。本発表では，子どもた

ちの自主的な発話を促す教室運営上の工夫

を，「反省→問題への気づき→解決」という

プロセスを経ながら，ご自宅（子供英語）

の映像を交えつつ紹介された。 
	 子どもたちの自主的に話す態度を育む工

夫として，英語を話す場面（situation）がい
くつか設けられた。教室開設当初は，広い

部屋でレッスンをしていたが，問題が生じ

た。広い部屋では，多種多様なアクティビ

ティーができそうだと想像しがちだが，好

奇心旺盛なこどもたちにとっては様々なも

のが気になり，集中力欠如の危険性を秘め

ているという。またＱ＆Ａなどをし，「さあ，

誰かに質問をしましょう。」と指示されれば，

子どもは相手を見つけて話さないものであ

る。解決策として，①レッスン室をあえて

狭くする（転居に伴い，工夫をされたとの

こと），②子どもたちの動線を制限する（子

どもたちの会話が生まれる教室作り。話し

相手と感じる教室），の２点を心がけたとい

う。また，先生は子どもにとって，唯一の

話し相手ではない。目標は子ども同士のア

イコンタクト・そして子どもたち同士の会

話を目標とした。また指導者が主導するの

ではなく，生徒が主導していく教室運営を

目標とした。 
	 映像を交えながらの本発表は低学年・高

学年それぞれ入室時の「挨拶」にフォーカ

スをあてていた。普段から声の大きい子は

もともと元気で，また普段から声の小さい

子は話し相手と距離が近ければ大きい声で

話す必要がないものだ。また，アイコンタ

クトのとれる位置関係も大切である。よっ

てレッスン開始の挨拶では児童と適度な距

離を保ち質問を一人一人とした。低学年は，

先生と子ども間で挨拶が進められていくが，

高学年になると，さらに自主的な会話をさ

せるために子ども同士での挨拶をさせる。

来た順番でリーダーになり代り，挨拶を主

導させていく。「挨拶」は， “How are you?” 
“How did you come to here?” など一人ひと
りとアイコンタクトを取り，挨拶（複数の

質問を含む）を交わしていた。驚いたこと

に，どの学年でも子どもがアイコンタクト

を取って「挨拶」を交わし，手を洗い入室

すると各々魔法をかけられたかのように自

主的に作業を開始した。この先この部屋で

どのようなことが起こるのか，國本先生の

ファンの一人として次回のご発表を期待せ

ずにはいられなくなった。この場を借りて

ぜひお願いしたい。 
	 後に國本先生から，指導者に求められ

るものとして，速やかに改善する勇気・気

力・体力とのご発言があった。そして，何

事にも動じない落ち着いた態度・子どもた

ちを見るアイコンタクトが必要だとお話を

締めくくられた。 
	 余談ではあるが，本学会終了後，自宅の

教室を見渡し，すぐに模様替えをした。「子

どもたちの動線」を意識した会話が生まれ
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る教室作りを目指した。「児童英語，小学校

英語は人と人とのコミュニケーションであ

る。コミュニケーションであることを意識

して課題を計画しなければならない。」國本

先生の言葉がいつまでも耳にのこる有意義

な，あっという間の 45分間であった。 
西尾亜紀子（Bear’s English House） 

 
◇	 ◇	 ◇ 

 
ワークショップ 
「言葉が生きる外国語活動」 

粕谷恭子（東京学芸大学） 
 
	 準備万端で望んだはずの外国語活動の授

業，なのになぜか子どもたちと歯車が合わ

ず，虚しく徒労感だけが残ってしまうこと

がある。手間暇かけた手作り教材，そして

読みあさった文献の山。暑さや行事を言い

訳に，「ポジティブシンキング」を呪文のよ

うにひとり唱えつつ，何となく日々の業務

に忙殺されてはいないだろうか。東京学芸

大学の粕谷恭子先生は，そんな指導者の思

いを，まず原始より存在する「言葉の姿」

を論理的に見つめることにより，明快に解

き明かしてくださった。 
	 先生は言葉を三重丸のものさしと捉えら

れている。まず，真ん中にこころ（思い）

その外の円が音声，それをさらに取り囲む

円が文字であると説明された。人はまず自

分の心の中に伝えたい思いがあって音声を

発するのである。文字言語とは音声言語を

記録するために後に進化したカテゴリーで

あることは周知の通りである。 
	 言葉が使われている状態とは，適切な語

彙を共有の文法に則して，相手に伝わる音

声に乗せて，相手に届けることであり，決

して「暗記した言回し」の集積ではない。

言葉の姿の中心部であるこころ（思い）と

音声の二重丸（◎）のドーナツが意識され

ていることこそが小学校の授業では重要と

粕谷先生は指摘された。 
	 広義の「言葉」において，聞かないと言

えない種は哺乳類の中のクジラと人だけで

ある。先生によると，成長過程の子どもの

ための外国語教育においては，まずは母語

を習得する過程を道しるべに，子どものこ

ころに寄り添ったものであることが望まし

いという。言語学習においては，言葉の地

味滋養を信頼しつつ，その表現や語彙をお

もちゃにして使うのではなく，心から使う

ことが大切とされる。この前提に基づいて，

先生は定番になりつつあるキーワードゲー

ムや，キーフレーズをひたすらカルタ方式

でやりとりする類いのゲームには疑問を投

げかけておられた。 
	 言葉が生きる外国語活動の具体例として，

①出席番号ゲーム，②やりとりをしながら

楽しむ絵本，③クラスの旗を作ろう，④ち

らしでお買い物，⑤文字遊び，の５つを紹

介された。果たしてどれもシンプルでルー

ル説明がいらず，子供と指導者が自然にや

りとりできるものばかりである。教室にあ

るものだけでできる活動がこんなに多彩に

あり，楽しいものであることを出席者にし

っかりと実感させて下さった。 
	 後に活動を考える時の留意点として，

その表現が意味することを類推する醍醐味

を子どもから奪わない，どんな題材，話題

を持って来れば子どものこころが動くか考

える事等を挙げられた。 
	 これらの点にしっかり留意して授業案を

考えるならば，自然と有用なアクティビテ

ィが選別されてくるのではないだろうか。

今回この時期に先生の提言をお聞きできた

ことを大変ありがたく思う。遠方より広島

まで駆けつけて下さった粕谷先生にこころ

からお礼申し上げたい。 
山﨑朋子 

（府中町立府中南小学校非常勤講師） 
 

◇	 ◇	 ◇ 
 
実践報告 
「中学校の英語学習に対する意識調査と調

査結果を基にした授業実践―外国語活動を

経験してきた中学一年生に対するアンケー

ト調査にもとづいてー」 
大牛英則（鳴門教育大学附属中学校） 

 
	 小学校で外国語活動を経験した中学生が，

小学校での活動をどのように捉え，中学で

の英語学習に対してどのように感じ，教師

は生徒を伸ばすためにどのような指導をす

ればよいのか。大牛先生は，鳴門市内の中

学 1年生全員 535名に対して実施された意
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識調査の結果をもとに，中学校において新

学習指導要領が示す目標を効果的に達成で

きる具体的な指導の在り方を検討し，その

実践の様子と効果を発表して下さった。 
	 調査対象の中学生は小学校の外国語活動

に対して，約 8割が外国語活動を楽しいと
感じ，そのうち 66％はゲーム形式の活動に
楽しさを感じると同時に，約 9割の生徒が
内容を簡単だとも感じていた。また約 65％
の生徒が外国や英語への興味を持ち，75％
の生徒が「小学校の外国語活動が役に立っ

た」と感じていた一方で，約半数の生徒が

「英文やアルファベットを書いたり，もっ

と英語を話したりしたい」「もっと早く英語

を学び始めたかった」等と感じていた事が

明らかになった。中学校の英語の授業に関

しては，80％以上の生徒が「中学校の授業
を楽しい」と感じているものの，英語学習

に関しては，半数以上の生徒が入学前から

消極的なイメージをもち，約 7割の生徒が
1年生の 5月末までに，学習意欲が減退し
ていると感じている事が分かった。 
	 これらの結果を踏まえ大牛先生は，小学

校から中学校に移るにつれ学習の楽しさの

質が変化しており，教師も生徒の実態に応

じた教授内容・教え方・教材の選択が重要

であると認識された。さらに生徒の「達成

感」が学習意欲を支えていると分析され，

まずは「分かる・出来ることへの自信」を

もつことにより「新しいことを知りたい・

やってみたい」と感じ，それが「出来た・

分かった！」という学習意欲に基づいた学

習の循環の構築が必要と結論づけられた。

授業改善の方法として，まず授業スタイル

を「教授型」から「習得型」へと改善し，

具体的には以下のような時間を確保するよ

う努められたという。具体的には，①友達

とのやり取りも含め生徒自身で練習を重ね

る時間，②間違いをチェックする時間，③

教師や他の生徒の前で練習成果を発表する

場面，④記録を通して自己の成長を確認す

る場面，⑤教師が出来るようになったこと

を評価し次の段階の課題を与える等の時間

と段階の確保，の５点を強調された。 
	 さらに大牛先生は，小学校外国語活動を

活かした中学校での実践を紹介された。具

体的には，①初期段階で英語ノートの中の

表現の導入（例，I like~. I can ~. I want to be 

~/），②小学校で触れた語彙・表現を基に「綴
り」の意識を持たせた音と文字の関係の指

導，③文字から音声化できるように「音の

足し算」の活用，④小学校で「自分の表現

したいこと」を優先してきた経験を活用し，

「言いたいこと」を「表現・言語化」する

事を目的とした学習初期段階からの辞書の

活用，⑤小学校でのゲーム的活動の活用，

⑥教室英語の共有等，の６点を挙げられた。 
	 このような実践の結果，中学 2年時の調
査では 7割近くの生徒が肯定的に「英語の
授業を楽しい」，「自分は英語の力がついて

いる」と感じ，その具体的な理由として，

単語の意味・発音から英語全般に至るまで

「出来る」ようになってきているという達

成感や，学び方や学習事項に関する教師や

友人からの支援を挙げていた。まさに，小

学校外国語活動経験の分析も活かした中学

校英語教育における授業改善の成果の表れ

と感じられた。発表内容が密で時間が足り

なかったのが残念であったが，大牛先生の

取り組みと成果を是非また伺いたいと感じ

た。 
大谷みどり（島根大学） 

 
◇	 ◇	 ◇ 

 
中国四国支部 活動報告 

 
	 5月 20日（日）に開催された第 32回支
部研究大会において支部総会が開催された。

次第は以下のとおりである。 
 
○議題 
1. 2011年度活動報告 
2. 2011年度会計報告 
3. 2012年度事業計画 
4. 2012年度予算案 
 
○諸連絡 
1. 学会案内 
2. その他 
 
	 2011年度の活動報告がなされた後，支部
事務局長より 2011年度の会計報告がなさ
れた。会計監査担当者より監査報告を受け，

出席していた会員より承認された。 
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	 中国四国支部では支部研究大会の他に,
児童英語指導法研究部会，および広島地区

英語活動研究会を開催している。 
 
1) 児童英語指導法研究部会 
 
	 今年度の児童英語指導法研究部会の活動

日程は以下のとおりである。 
 
第１回	 2012年4月22日（日） 
テーマ：絵本の使い方，小学校英語 
講師：國本和恵（子供英語） 
第２回	 2012年6月24日（日） 
テーマ：小学校英語や児童英語教育の指導

法について 
講師：國本和恵（子供英語） 
第３回	 2012年9月30日（日） 
テーマ：小学校英語や児童英語教育の指導

法について 
講師：國本和恵（子供英語） 
 
次回の研究部会を以下の予定で開催いたし

ます。参加費は無料です。非会員の方の参

加を歓迎します。詳細については本支部ウ

ェブサイト 
(http://www.urban.ne.jp/home/bisa/jastec/file/b
ukai.html) をご覧ください。 
 
第４回	 2012年10月21日（日） 
第５回	 2012年11月25日（日） 
テーマ：両日とも未定 
場所：広島県安芸郡府中町八幡 
 英語教室	 子供英語 
参加費：無料 
参加申込：國本 (bisa@urban.ne.jp) までメー
ルでお申し込みください。 
寄りバス停：広電バス府中線，永田行き/

府中ニュータウン行き	 浜田２丁目バス停

（会場までは徒歩１分） 
 
※中国四国支部児童英語指導法研究部会は，
小学校英語と児童英語の指導法について，

テーマに沿って指導法を参加者が持ち寄り，

それを共有することを目的に活動していま

す。 
 
 
 

2) 広島地区英語活動研究会 
 
第２回	 2011年 7月 29日(日) 
会場：東区民文化センター 中会議室 
 
実践報告 
「自主性を引き出す高学年のチャンツ指導法」 
山﨑朋子（府中町立府中南小学校非常勤講師） 
ワークショップ 
「小学生の自主的な発話を育む数の指導法」

西尾亜紀子 (Bear’s English House) 
パネルディスカッション&質疑応答 
「外国語活動に自発的な学びを」 
五十嵐二郎（広島大学名誉教授） 
鶴田マリ（広島 YMCA外語学院名誉学院長）
平本哲嗣（安田女子大学） 
 

◇	 ◇	 ◇ 
 

第 34回支部研究大会のご案内 
 

日程 
平成 24年 11月 17日（土） 

 
会場 

広島国際大学	 広島キャンパス 
３階	 300教室 A 

（広島市中区幟町 1-5） 
 
10:00	 受付開始 
午前の部 司会	 松岡博信 
   （安田女子大学） 
 
10:20－10:30	 開会の挨拶 

國本和恵 
（JASTEC中国四国支部長	 子供英語） 

 
10:30－11:10	 ワークショップ 
「多重知能と他教科内容を利用した高学年

児童に対する英語指導法」 
二五義博（海上保安大学校） 

 
11:10－11:50	 実践報告 
「『心通うかかわりをめざした外国語活動』

〜創造的な活動をとおして，かかわる力を

育む」 
岩本浩司（海田町立海田西小学校） 
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11:50－13:00	 昼休み 
 
午後の部 司会	 大谷みどり 
   （島根大学） 
 
13:00－14:00	 講演 
「一貫した英語教育のために小学校英語活

動が果たすべき役割」 
小泉清裕 

（昭和女子大学附属昭和小学校校長） 
 
14:00－14:10	 休憩 
 
14:10－14:40	 研究発表（30分） 
「中 1ギャップはあっていい：小中連携の
功罪を考える」 

山本玲子（大阪国際大学） 
 
14:50－15:50	 シンポジウム 
「中国地方３都市における小・中連携英語

教育の課題と具体的対策」 
森川敦子 

（広島市教育委員会	 学校指導部指導第 1
課	 指導主事） 

三谷晶子 
（東広島教育委員会	 学校教育部指導課	 

指導主事） 
竹林千恵 

（竹原市教育委員会	 学校教育課	 主査兼

指導主事） 
 
15:50－16:00	 休憩 
 
16:00－16:30	 全体討議 
 
16:30－16:40	 閉会の挨拶 

五十嵐二郎（広島大学名誉教授） 
 

-------------------------------------------------------- 
※ 研究大会参加費： 一般 1,000円，学生

500円（JASTEC会員は無料，賛助会員
は３名まで無料） 

※ 研究大会の参加予約は必要ありません。
当日，会場の受付までお越しください。 

※ 中国四国支部では，2013年 5月に第１
回研究大会を広島市で開催する予定で

す。会員の皆様には公募について後日

お知らせいたします。 
 

JASTEC中国四国支部事務局 
739-2695	 東広島市黒瀬学園台 555-36 
広島国際大学 保健医療学部 臨床工学科 
三宅美鈴研究室内 
	 TEL: 0823-70-4563（直通） 
	 FAX: 0823-70-4542（直通） 
	 E-mail: m-miyake@it.hirokoku-u.ac.jp 
	 Home Page:  
	 本部 URL: http://www.jastec.info/ 
	 支部 URL: http://www.urban.ne.jp/home/ 

bisa/jastec/index.html 
 

◇	 ◇	 ◇ 
 
------------------------------------------------------- 
編集後記 
	 私事になりますが，５歳の娘とこの冬に

２歳になる息子の話しぶりをみていると，

いろいろな気づきがあります。お友達から

の影響だと思われますが，娘は男の子の言

葉が増えるとともに，スラングを使うよう

になりました。結構生意気なことも言うの

で，こちらもつい「むきになって」言い返

すこともあり，ずいぶんと「人間らしい」

コミュニケーションになってきたなあと苦

笑することが多々あります。私の職業は「言

葉を扱う」英語教師ですから，「言葉を大切」

にしたいのですけど，実際にはそこまで立

派なことができていない日々が続いていま

す。子ども達には丁寧に話してやることで，

言葉のありがたみや深みに気付いてほしい

のに，めんどくさくて，つい舌足らずなも

のの言い方になってしまうのです。それで

もなぜか娘からは愛想をつかされず，次の

瞬間にはまた話しかけてもらえるのですか

らありがたいものだと感謝の気持ち（？）

もわいてきます。	 

	 ２歳になる息子はどうかというと，まだ

こちらからの働きかけがあって，ようやく

関係が成立しているところがあります。

私：「お父さんの部屋へ行く？」息子：「う

ん」，私：「おいしい？」息子：「うん」など

など。息子は単に話しかけられたら「うん」

と言っているだけのような気がしますが，

よく考えたら小さい子どもに対する親の発

言というのは，「うん」（もしくは「ちがう」，

「いや」）で答えられる質問の類いがほとん

どだということに気がつきました。息子は

まだ「あれ」や「それ」を言葉で表現する
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ことができないため，対象を指さすことで

「〜したい」「〜してほしい」というメッセ

ージを出してきます。大人としては，「対象

物」＋「〜したい」という手がかりから，

息子の発話の意味を推量しなくてはなりま

せん。これは結構大変な仕事なのですが、

通じた時はやはりとても嬉しい気持ちにな

ります。	 

	 こうやってみてみると，子どもが言葉を

使うことにはさまざまな機能があることが

分かります。 初は「（他人の力を借りて）

自分の欲求を満たす」ために言葉を使うの

ですが，それが徐々に「仲間と同じ言葉を

使うことで連帯感をもつ」「自分の知識を披

露する」「（言葉遊びなどで）言葉そのもの

のもつおもしろさを反芻する」などより複

雑な活動へと変化・成長していきます。	 

	 子どもにとって，言葉の世界は日々変化

の連続です。多くの間違いを繰り返しなが

ら，自分を取り巻く世界を再編成しつつ，

それをどう扱うのかを見定めていきます。

昨日できなかったことが，ふとしたきっか

けから今日はできるようになる。そのよう

な言語体験を通じて、子どもは他者をより

意識できるようになりますし，周りのこと

を思いやる人間になるのではないかと思い

ます。	 

	 子どもたちが英語に触れるのも（母語と

外国語という違いこそあれ），同様のことが

言えるのではないでしょうか。 初は単語

レベルの発話をなんとかつなげて表現して

いますが，徐々にそれが発達することで，

言語コミュニティの一員としての立場を確

立することができるようになります。自分

を理解してもらい，他者を意識し，尊重で

きるようになること。これが言葉を学ぶ意

義の一つだと私は思います。	 

	 私の子ども達をみていると，その歩みは

随分とゆっくりですが，言葉を通じて人と

関わる力は伸びているような気がします。

親としては，過度に焦ることはせず，のん

びりと彼らの言葉の世界に付き合っていこ

うという気持ちになっています。子ども達

には「言葉を教え込む」ことにとらわれす

ぎず、「言葉を媒介にして一緒に歩む」姿勢

で接したいと思う今日この頃です。さて、

この先、どんな豊かな言葉との出会いが待

っていることでしょうか。一人の親として、

楽しみにして待ちたいと思っています。(H)	 
------------------------------------------------------- 

JASTEC中国四国支部 Newsletter No.26 
2012年 10月 10日発行 （編集	 平本哲嗣） 
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（付記） 
JASTEC中国四国支部役員 
（2012年 10月現在） 

＊ [	 ]内は全国本部役員名 
 

顧問                     五十嵐二郎 
（広島大学名誉教授） 

顧問 	 	                      鶴田マリ 
（広島 YMCA外語学院名誉学院長） 

支部長[理事] 
國本和恵（子供英語） 

支部事務局長[運営委員]        三宅美鈴 
（広島国際大学） 

幹事[理事]・鳥取ワークショップ担当   
川口康子 

（鳥取短期大学） 
幹事[理事]  	 	 	 	 	 	 	 	 	  築道和明 

（広島大学） 
幹事[理事]	    	 	           金森強 

（松山大学） 
幹事[理事]  	 	 	 松岡博信 

 （安田女子大学） 
幹事[運営委員] ・ニューズレター担当 

平本哲嗣 
（安田女子大学） 

幹事[運営委員]             西谷恵美子 
 （東広島市立板城西小学校） 

幹事[運営委員]・徳島ワークショップ担当 
吉山京子 

（松茂町立松茂小学校） 
幹事[運営委員]          	  	 松宮奈賀子 

（広島大学） 
幹事[運営委員] 	 	 	 	           兼重昇 

（広島大学） 
研究員・会計監査	 	 	 	      	 中根千春 

（Fun Can 英語教室） 
研究員・会計                	 恵良上枝 

（公文式教室） 
研究員                      	 鉄森令子 

（Rainbow English Circle） 
研究員              マーク・フェネリー 

 （四国大学） 
研究員                  大谷みどり 

（島根大学） 
研究員   	  	  名合智子 

（中国短期大学） 
 
 

 
 
 
 
 
 
研究員・会計監査・広島地区英語活動研究会

担当         	 西尾亜紀子 
（Bear’s English House） 

研究員                    山﨑朋子 
（安芸郡府中町立府中南小学校 

非常勤講師） 
 

計 21名 


