
 1 

日本児童英語教育学会 
(The Japan Association for the Study of Teaching English to Children) 
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第 35回 中国四国支部研究大会 

レポート 
 
	 2013 年 5 月 18 日（土），第 35 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，実践報告，招待講演，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。 
 

◇	 ◇	 ◇ 
 
実践報告１ 
現職教員を対象とした「外国語活動」研修

の試み〜英語運用力の向上を目指す「教室

英語」講座〜 
清水律子（山陽学園大学） 

 
	 本発表は，2009 年度から 2011 年度にか
けて実施した現職職員向けの「教室英語」

講座の報告をすると同時に受講者のアンケ

ートを分析し，英語運用力向上を図る研修

のあり方を考察したものである。 
	 昨今「教室英語」に関わる書物・表現集，

またそれを使った授業案は至る所にある。

しかし，実際に現場で生徒に指導されてい

る教師にとって，そのような「教室英語」

表現集や授業案が手元にあることと，英語

活動を英語で指示できることとの間には大

きな隔たりがある。清水先生は，受講者が

「実際に使える」，「使ってみよう」と思

える「教室英語講座」のあり方，方針を探

り，講座を緻密に設計・実施された。 
 
1．研修内容 
・意味との結びつきを強化する。（ジェス

チャーを多くし，英語の言い回しを簡単に

する） 
・文脈（非言語・空間・環境・状況等）の

中で英語を使い，意味を伝える。 
・指示の目的と対象を意識して英語を使う。 
	 （ゲーム等の一つの活動の流れの中で教

室英語の使い方を知る等） 
 
2．研修方法 
・教員役を務める者は体験し，観客として

観察し，練習（指示場面を思い描いて繰り

返す）する。 
	 講座終了後のアンケート・自由記述欄で

は「活動を指示する様子がつかめた」，「指

示表現の練習のコツを学んだ」，「英語を

コミュニケーションのために使うことを意

識した」という前向きな意見が多く聞かれ

た。またアンケートの回答からは，①英語

を指示するものとして具体的で到達可能な

モデルを欠いている。②身体表現として英

語に触れた経験が乏しい。③英語学習者の

視点が強く，英語使用者の視点が乏しい，

という３点が教師の現状として報告された。 
	 今後の研修のあり方としては，①教師と

して英語をどのように使用すべきか，具体

的なイメージをつかむ（指示の全体像・全

体の雰囲気・全体のイメージを観察し，つ

かんでいく），②身体表現として英語に触

れ，使用する練習を行う，③教師スキーマ

と教室英語を活用し英語を使うものとして

の視点を育てる，の３点が提案された。 
	 本実践のような現職の教師の気持ち・立

場に寄り添ったきめ細やかな校内研修は小

学校外国語活動をさらに活性化させていく

だろう。2013 年度はこの講座は名を変え，
引き続き開講されているという。その成果

を把握すべく，今後のさらなる報告を首を

長くして待ちたい。 
西尾亜紀子（Bear’s English House） 
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◇	 ◇	 ◇	 

	 

実践報告２	 

小学校教員が感じる外国語活動における課

題〜小学校教員へのアンケート調査中間報

告〜	 

大谷みどり（島根大学）	 

 
	 本発表は島根県の小学校教員を対象に実

施した調査の結果をもとに，小学校教員が

外国語活動に取り組むにあたっての課題に

ついての考察を行ったものである。 
	 大谷先生は，島根県では小学校外国語活

動に携わる教員対象の研修が十分でないこ

とから，３年前に「小学校外国語活動の会」

を結成，島根大学のキャンパスで自主勉強

会を主催されている。現在，会員は約 60名
である。教員，支援員，ALTが協同して手
作りのクラスルームイングリッシュの CD
を作成したエピソードには，この会の活発

な交流の熱気が感じられた。CD作成の発端
は，現場に苦手意識の強い教室英語を定着

させるためであった。この CDは市販のも
のにはない現場目線の大変実用性の高い教

材であり，カラフルなパッケージまでが勉

強会の会員の先生の手作り，ということで，

一瞬参加者は羨望のまなざしとなっていた。

アンケート調査の用紙と一緒にこの CDを
小学校に送付した結果，現在までの回答数

は 94校となった。 
	 調査の内容は，外国語活動の充実のため

に必要となる条件について，意見を問うも

のである。課題の項目は 14 個で，①十分で

ある，②どちらかといえば十分，③どちら

かといえば十分，④十分でない，の４段階

の評価を数字で書き込む形式が採用された。	 

アンケート調査の結果，肯定的な回答が多

かった項目は，①子どもの積極性，②ALT

等の外部協力者の来校頻度，③カリキュラ

ム	 ④使いやすい教材，⑤教員同士の協力

体制⑥教員の積極性，の６つであった。ま

た，肯定的ではない回答が多かったのは，

①教材開発や準備のための時間，②教員研

修，③指導する教員の英語力，④ALT 等の

外部協力者との打合せ時間，⑤保護者や地

域の協力，の５つであった。	 

	 これらの結果をふまえると現時点で以下

のことが分かる。まず肯定的意見に関して

は，外国語活動に関するハード面での環境

は整いつつあること。次に，外国語活動に

対して子どもたちは積極的に関わっている

こと。教員自身も積極的に関わっており，

教員間の協力体制ができつつあると感じて

いること，である。ハード面の環境の向上

に関しては，ICTが導入されたことの成果
と思われる。が，一方では ICTを使いこな
す環境が整っていないため，十分に利用さ

れていない学校がかなりあることもわかっ

た。 
	 次に，否定的意見については，外国語活

動に関するソフト面での環境，体制につい

て，学校現場が抱える課題に関するもの，

自治体間の取り組み・支援体制の違い，小

中連携，現職教員への研修，・教員養成にお

ける課題，などがあげられた。学校現場の

課題に含まれる問題，ALT等外部人材との
打ち合わせ時間の不足の１つの理由として，

民間派遣のALTの雇用形態によるものがあ
る。ALTの雇用規約により，学校側と ALT
との直接の打ち合わせが行えないのである。

このため，担任が打ち合わせの際，その度

にその会社を通すことになり，ALTとうま
くコミュニケーションが図れないという問

題も発生していた。そのため， 近では自

治体によってはALTを直接雇用に切り替え
るところも出始めている。これは現場の意

見をいち早く反映したものと思われる。使

いこなすソフトがあってハードは初めてそ

の価値を発揮する。人材もまた雇用者との

関係性により，その能力が生かしきれない

となると悩ましい。両輪がうまく両立する

かどうかが大きな鍵ということであろう。 
	 大谷先生主催の「小学校外国語活動の会」

のような自主的連携活動が，問題解決への

大きなヒントとなりそうである。 
山﨑朋子（府中南小学校非常勤講師） 

 
◇	 ◇	 ◇ 

 
招待講演 
「小学校外国語活動・中学校英語教育で私

が思うこと」 
太田	 洋（駒沢女子大学） 

 
	 教師をやっていると「授業は生き物だ」

という言葉をよく耳にする。この発言は，
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比較的単純な構造の工業製品と異なり，授

業は複雑な要因がからみあうことで，いわ

ゆる「設計図どおりに」進まないことが多

いことを意味している。太田先生のご講演

は授業の不確実性をふまえつつ，その問題

を克服していくことの大切さについて議論

されたものであった。 
	 太田先生は現在大学で学生の指導にあた

っておられるが，ここにいたるまでに中学

校教員として多くの経験を積んでこられた。

中学校着任当時はハンドボール部の指導に

明け暮れ，授業は黒板をたたきながら「こ

こを覚えろ！」と繰り返す指導を行ってい

たという。授業はほぼ100%日本語で行い，
生徒が英語を口にするのは先生の発言をリ

ピートする時のみという状態であった。生

徒間のインタラクションはなく，ひたすら

暗記させ力で押さえつける。当時の勤務校

はこうした文化が優勢であり，生徒の反発

も激しく，学校が荒れていたという。 
	 そんな過去を振り返りつつ，太田先生は

「話せないからいけないんじゃなくて，『言

いたくなる』ことを大切にしている」と現

在の自分の実践を紹介された。これまで先

生は公立中学校で12年，附属中で9年，そし
て大学教員として8年間英語教師を勤めて
こられた。校種こそ異なれ，これまで英語

教員としてさまざまな問題にぶつかってき

たという。そしてそのキャリアにおいて，

さまざまな出会いがあったそうだ。 
	 太田先生にとって一番大きかったのはペ

ア・ワークとの出会いだった。これまで自

分が中心になって仕切ろうしていた授業を

見直し，生徒間でのやりとりによってアウ

トプットやインタラクションを豊かにでき

ることに気づいた。しかし，当初はまだ単

一の発話のやりとりで会話が終わってしま

うなど，単純なものであり，参加している

生徒もお互いの発言を聞きたいとも，それ

に対して応えたいとも思っていなかったと

いう。 
	 ２つ目はLL (Language Laboratory) との
出会いがあった。LLによってインプットの
量を増やすことの大切さに気づくことがで

きたという。また同時にgraded readersを購
入することで，書き言葉でのインプットも

増やすことができた。アウトプット以前に

インプットを大切にすることの大切さをこ

こで学ぶことになる。 
	 ３つ目の経験としては，小学校５年生の

授業をみたことが大きな衝撃だったという。

これまで自分が前提としていたことが，小

学校ではものの見事に崩されていく。見学

した小学校の先生は児童の発言を活かし，

コミュニケーションを豊かにしていた。力

で押さない，声を張り上げない。しかし授

業は成立する。そういう極めて新鮮な体験

をこの授業では得ることができたという。 
	 これらの経験から太田先生は以下のこと

を学んだ。①焦ってアウトプットを促すの

ではなく，まずは十分なインプットを与え

ること，②教師による導入→生徒によるド
リルワークという流れを一端離れ，インタ

ラクションを活かしてみる（生徒が主役），

という２点である。金谷憲先生によると太

田先生の授業は「雑談である」ということ

だが，これは言い換えれば先生の英語の授

業において「形式的な操作で終始するので

はなく，意味のあるやりとりがなされてい

る」ということなのだろう。 
	 太田先生によると，大切なのは教師の「言

語観」だという。意味を大切にすることが

指摘され，また単に「楽しければ良い」わ

けでもないとのご発言があった。その具体

例として，ALTの研修を担当した時，ALT
はすぐにゲームをしようとする傾向がある

のに気づき，より実のあるインタラクショ

ンを活かした活動を行うように指導された

事例を紹介された。 
	 また太田先生は英語教師であるとともに

実践的な研究者でもある。過去に行った研

究では興味深い結果が出たそうだ。What 
sport do you like? という問いを中心に，①リ
ピート活動，一斉発話を中心とした授業，

②児童の意見を尊重し，児童の考えを述べ

させる授業，という２つについてアンケー

ト調査を実施した。その結果，驚いたこと

に前者を支持する児童が多かったという。

この結果について，「教師が行う授業に影

響されるのでは？」，「他教科の影響はあ

るか？」という問いが出てきた。さらに先

生は「したい授業」と「できる授業」に差

があるのではないかということも検討する

必要があると述べられた。このギャップを
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埋めるために，実際に行われた授業のビデ

オを分析を行うそうである。 
	 この他の気づきとしては，中学校の生徒

は英語が読めないという指摘があった。音

読をしていると声は出ているのだが，内容

を理解せず，覚えているものを単に声にし

ているだけだという。またやる気があるに

も関わらず，文字と音との連携が取れてい

ないことも分かった。この問題を解決する

ためには中１段階でのリテラシー教育をし

っかりと行うこと，また小中連携という観

点からは中１の 初の段階で生徒のできる

こと，できないことをモニターすることの

大切さが主張された。 
	 太田先生のキャリアを振り返ると，必ず

節目となるような出会いがあることが分か

る。自分の当然としていたことを見直す機

会に恵まれること，それが優れた英語教師

を育てる必須条件ではないだろうか。小学

校英語は小学生だけのものではない。中高

等学校，および高等教育関係者も小学校で

の実践を観ることによって多くのことを学

べる。日本の英語教育を全体として眺める，

見つめるという姿勢が今後我々にとって必

要とされる態度ではないだろうか。そんな

ことを感じた太田先生のご発表であった。 
平本哲嗣（安田女子大学） 

 
◇	 ◇	 ◇ 

 
ワークショップ 
「外国語活動で「育てたい児童像」を実現

するためのチャレンジ」 
多田玲子（大阪教育大学） 

 
	 外国語活動も必修化３年目を迎え, 共通
教材 Hi, friends! でなんとか授業は行える，
多田先生がおっしゃるに「およそ器は整っ

た」状況にあると言えよう。ではその器に

何を盛るか，というのが次の問いになって

くる。出来合いの料理を買って盛るか, 少
しアレンジし 後のひと手間をかけて盛る

か， 初から手作りで盛るか？多田先生は, 
そのチャレンジに必要な視点を踏まえ, 段
階別に３つのステップの活動例を紹介して

下さった。全て手作りだと忙しい担任の先

生方にとっては大変な負担であろうが，ぶ

れない視点を持ってアレンジのコツを掴め

ば，負担も 小限に抑えながらレッスンプ

ランを立てていける。そのヒントと活動例

を示して下さった多田先生のワークショッ

プの内容は，ひとつひとつが魅力的で直ぐ

にでも活用したいものであり，発想のヒン

トを貰えるという点で大変有意義な時間で

あった。 
	 多田先生は，チャレンジに必要な視点と

して，①他教科の内容と関連させる，②国

際理解をより深める，③相手意識を育てる，

④今，取り上げたい，考えさせたい話題に

取り組む，という４つを挙げられた。どれ

も担任だからこそ，深めていくことができ

る視点であると言えよう。	 

	 まずは Step 1として，単元に関連した簡
単な活動や歌，チャンツを必要なときに投

げ込むスポット活動例を紹介して下さった。

印象的だったのは，国語科と関連した「漢

字足し算クイズ」で “What is Sunday and 
blue?”, “What is gate and ear?” 等と投げかけ，
「晴 Sunny」，「聞く listen」の答えを引き出
す活動であった。さらに総合関連で手話を

取り入れた歌 “Open Your Heart” は，sign 
languageを使って英語の歌を歌う活動も紹
介された。いずれも高学年児童の知的好奇

心を満足させつつ，その活動に集中させる

工夫がなされており，会場の参加者も多田

先生の世界にぐっと引き込まれていった。 
	 Step 2は, Hi, Friends! に沿って授業を進
め， 後の活動のみを創作するパーシャル

フリー型である。まずは Hi, Friends! Book 2
の Lesson4 “Turn right.” に沿った指導案で
第３時まで指導し， 終のオリジナル活動

「防災マップを作ろう」を加えたものを紹

介して下さった。第４時に ALTに「校区内
のお勧め場所を案内する」，第５時に「神戸

在住のALTに災害時に安全な場所を知らせ
よう！」を加えた活動は，相手意識を育て

る取り組みで，その後，子ども達の意欲面

での変化が現れたという。さらに, Hi, 
friends! Book 1の Lesson 3 “How many?” の
単元では，第４時に「もし世界が 100人の
村だったら」のサイトを題材に，世界の大

陸の言い方に慣れ親しみ，世界の人口分布

を知り, その数字の意味への気付きへと導
くオリジナル活動であり，これこそ，数字

が生きた英語となって子ども達に響くもの

といえよう。 
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	 後に Step 3のオールフリーのプロジェ
クト型学習として，オリジナル単元の作成

例「世界へ発信！Ganbare Tohoku! プロジェ
クト」を紹介して下さった。これは，東日

本大震災後，海外からの観光客減少の事実

を知り，観光客誘致のため行った活動例で

ある。グループで応援したい県をひとつ選

び，応援チャンツの作成，応援バッジのデ

ザイン及び作成，発表，さらに応援バッジ

は海外へ向けネット発信という大きなプロ

ジェクトであり，子ども達が実社会と繋が

る意味ある活動として，これらの体験が彼

らの心に刻まれるに違いない。 
	 タイトルにある「育てたい児童像」につ

いて考えてみたい。その構想を描けるのは，

児童ひとりひとりとクラス全体を一番よく

周知している担任の先生方でしかなく，だ

からこそ，共通教材をベースにオリジナリ

ティ溢れるレッスン展開が期待できる。｢育

てたい児童像｣をイメージするには，これか

らの中学英語，さらに高校英語で積み上げ

ていくものの素地となる，薄く広いが，し

っかりと根を張った土台を作り上げていく

覚悟が必要となる。多田先生が示された他

教科関連等のこれらのチャレンジは, 子ど
も達が今でしかできない鋭い感性で体験す

ることであり，英語学習の根っこの部分に

なると考える。そこさえしっかりしていれ

ば，たとえ中学英語が教科としての英語で

も, 信頼感と安定感を基に積み上げていけ
るのではないかと思う。なぜならば，子ど

も達は，これらのチャレンジを通して，「英

語」が知りたいことを学ぶためのツールで

あり，人とのコミュニケーションのための

ツールであることを体験できるからだ。小

学校での教科化が議論される昨今であるが，

小学校英語の役割と，長い目で見ての位置

づけを視野に入れた議論に繋げて欲しいと

切に思う。 
中根千春（Fun Can英語教室） 

 
◇	 ◇	 ◇ 

 
中国四国支部 活動報告 

 
	 5月 18日（土）に開催された第 35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. 2012年度活動報告 
2. 2012年度会計報告 
3. 2013年度事業計画 
4. 2013年度予算案 
 
○諸連絡 
1. 学会案内 
2. その他 
 
	 2012年度の活動報告がなされた後，支部
事務局長より 2012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。 
	 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 
 
第１回	 2013年 6月 2日（日） 
テーマ：小学校英語と児童英語教育	 小中

連携について 
講師：國本和恵（子供英語） 
第２回	 2013年 7月 7日（日） 
テーマ：小学校英語指導法と児童英語指導

法 
講師：國本和恵（子供英語） 
第３回	 2013年 10月 27日（日） 
テーマ：小学校英語指導法と児童英語指導

法	 小中連携について 
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/bukai.html) をご覧ください。 
 
次回研究部会は今のところ未定ですが，決

まり次第 JASTEC 中国四国支部 HP でお知
らせいたします。 
 
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 
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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。 
 

◇	 ◇	 ◇ 
 

第 36回支部研究大会のご案内 
 

日程 
平成 25年 11月 17日（日） 

 
会場 

四国大学	 情報メディア館（U館） 
U101教室 

（徳島県徳島市応神町古川字戎子野

123-1） 
 
10:00	 受付開始 
午前の部 司会	 吉山京子 

（藍住町藍住西小学校） 
10:20－10:30	 開会の挨拶  

JASTEC中国四国支部長	 國本和恵 
（子供英語）  

10:35－11:15	 実践報告（40分） 
「地域を挙げて推進する鳴門市の外国語教

育〜これまでとこれから〜」 
佐藤美智子（鳴門市教育委員会指導主事） 

坂田美佳（林崎小学校） 
11:20－11:50	 研究発表（30分） 
「小学校外国語活動再考：導入のねらいと

現状の課題について考える」 
兼重	 昇（広島大学） 

大牛英則（比治山大学） 
 
11:50－13:00	 昼休み 
 
午後の部  
司会	 國本和恵（子供英語） 
 

13:00－14:30シンポジウム（90分） 
コーディネーター	 松岡博信 

（安田女子大学） 
「英語活動と英語教育の差異と接続」 
トム・マーナー（同志社国際初等部教頭） 

マーク・フェネリー（四国大学） 
14:30－14:45	 休憩 
14:45－15:45	 ワークショップ（60分） 
「小学校英語活動における絵本の活用法－

「読む」ことへの第一歩として」 
畑江美佳（鳴門教育大学） 

15:45－15:55	 休憩 
15:55－16:25	 全体討議（30分） 
16:25－16:35	 閉会の挨拶 

マーク・フェネリー（四国大学） 
 

-------------------------------------------------------- 
※ 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，2014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 
	 この９月に本務校の学生引率でアメリカ

のカリフォルニア州に滞在しました。３週

間ほどの期間だったのですが，約 10年ぶり
の渡米ということもあり，学生のみならず，

私自身もやや興奮気味にロサンゼルス国際

空港 (LAX) に到着いたしました。 
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	 学生の引率が主たる業務ですから，まず

は無事に学生が入国すること，また留学先

大学でのスムーズな学習開始指導，および

ホストファミリー（そう，学生はホームス

テイをします！）に迎え入れていただくこ

とが大切な仕事です。学生は日本にいる間，

英語の授業でしっかり学び，留学のための

事前指導もかなり受けているのですが，や

はり英語を使って独り立ちとなると不安は

隠せない様子。LAXでは自分一人で入国審
査を受けないといけないため，学生はみん

な緊張していました。「もしアメリカに入れ

なかったどうしよう」と心の片隅では思っ

ていたことでしょう。 
	 興味深かったのはその時の学生の学び方

でした。自分たちより前に入国審査を受け

ている友だちの姿を見て，「ああ，ああすれ

ば良いのか」と遠目ながらもその様子を観

察しています。それを真似して自分もやっ

てみるとうまくいく，そういう経験を学生

は得ることができました。 
	 海外で生活すると分かるのですが，英語

によるコミュニケーションは，まずは参加

して，周りの様子をうかがいながら，真似

してみるというのがとても効果的です。英

語は「参加のためのツール」であり，それ

を通じて互いにその存在を受け入れ合うこ

と，また「言葉を発すること」によって，

自分の生活環境を変えていくことの大切さ

を学生は知ることになります。 
	 また学生はホームステイからも多くのこ

とを学びます。日本では関連資料などを読

み，事前学習を行いますが，アメリカにく

ると全てが経験から始まります。単なる知

識だけだったものが経験で裏付けされる。

学生は英語やアメリカ文化について経験的

に学ぶ訳です。無論彼女達は大学生ですか

ら，単なる個人的な経験を一般化してしま

うことについては慎重でなくてはなりませ

んが，自分の生活を通じて英語を使うこと

の意義を体感するのはやはり大切なことと

言えるでしょう。 
	 現在，文部科学省は海外で学ぶ学生を支

援するための奨学金制度を充実させようと

しています。「グローバル人材の育成」とい

うのが，その狙いとしては当然ある訳です

が，これ以外にも「たくましい人間を育て

る」といったより抽象的な狙いもあるもの

と思われます。社会全体で学生の海外経験

を支援することは単に学生本人にとって利

益になるだけでなく，長い目で見れば，「よ

り良い社会」を実現できるメンバーを育て

ることにつながっていると思います。 
	 児童英語教育は，子どもたちがそういう

人間に成長するためのステッピングボード

と言えるかもしれません。我々児童英語教

育関係者も自らの実践で，子どもたちに豊

かな言語文化体験を提供したいものです。 
(H) 
------------------------------------------------------- 

JASTEC中国四国支部 Newsletter No.28 
2013年 10月 28日発行 （編集	 平本哲嗣） 
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（付記） 

JASTEC中国四国支部役員 
（2013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]  	 	 	 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 

（藍住町藍住西小学校） 
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 20名 


