
New English Teachers’ Association

新英語教育研究会
第49回全国大会 広島大会
すべての子どもたちに
　 外国語を学ぶ喜びと平和な未来をひらく力を

主催：�新英語教育研究会　後援　広島県廿日市市・廿日市市教育委員会，�
公益財団法人広島観光コンベンションビューロー

とき：2012年7月28日（土）〜 7月30日（月）
会場：安芸グランドホテル
　　　〒739-0412　広島県廿日市市宮島口西1丁目1-17
　　　TEL：0829（56）0111　FAX：0829（56）3348

記念講演
講師：秋葉 忠利氏
世界の平和と英語教育

テーマ別分科会とワークショップ
1．�被爆の証言� 2．サダコと折り鶴　紙芝居
3．英語の歌を授業に� 4．視聴覚機器を使った授業（初級編）
5．韓国の英語教育� 6．学習・発達障碍問題

オプショナル・ツアー1
被爆遺跡と碑めぐり
　広島城内大本営跡　→　原爆ドーム　→　平和公園

オプショナル・ツアー２
宮島散策・町屋巡りと厳島神社

           分科会
1．�教科書・自主教材をどう検討し，�
どう扱うか

2．読み取りの力をどう高めるか
3．英文法をどう考え，どう教えるか
4．音声を重視して，どう教えるか
5．どんな学力をめざし，どう評価するか
6．仲間と学び，自ら学ぶ力をどうつけるか
7．「遅れがちな子」をどう生き生きさせるか
8．�表現力，特に自己表現の力をどう広げ，�
どう高めるか

9．平和・環境・人権教育をどう進めるか
10．入門期の英語指導をどう進めるか

広島バザール
新英研各ブロックが出展する教材交流広場
9月から使える教材・グッズが大集合

新英語教育研究会 
総会

新英研講座
Ⅰ．中学入門期の授業�
Ⅱ．中学2・3年生の授業
Ⅲ．高校の授業（やさしい教科書）
Ⅳ．高校の授業（比較的難しい教科書）
Ⅴ．小学校の外国語活動
Ⅵ．大学の授業

新英研ホームページ
http://www.shin-eiken.com

あきば・ただとし●1942年11月3日東京
都 生まれ。東 京 大 学，MIT卒 業（Ph.D.），
数学者。ニューヨーク州立大学，タフツ大
学，広島修道大学を経て，1990年より衆
議院議員（3期），1999年より広島市長（3

期），現在広島大学特任教授，公益財団法人AFS日本協会理事長。
【著書】『真珠と桜―「ヒロシマ」から見たアメリカの心』（朝日
新聞社）『報復ではなく和解を―いま，ヒロシマから世界へ』（岩
波書店）『元気です，広島―市民が創る豊かな未来』（海鳴社）
など。2010年にアジアのノーベル賞と言われるマグサイサイ賞，
2011年にネパール政府からゴータマ・ブッダ国際平和賞を受賞。

●   今，広島から発信する『命輝く英語教育』と『平和への展望』   ●

ブロック別
交流会

文化行事

ピース
コンサート
広島合唱団

14:00〜16:00

14:00〜16:00

9:00〜11:00

21:00〜22:30

  9:00〜12:00
13:30〜17:00

19:00〜20:30

12:00〜13:3019:30〜20:20

13:30〜15:30

16:00〜18:00

7月28日（土）

7月30日（月）

7月29日（日）

第49回大会�ンフ.indd   2 12.4.19   4:20:45 PM



14:00～16:00 オプショナル・
ツアー

11:10～12:30 閉会行事

9:00～11:00 テーマ別分科会／
ワークショップ

19:00～20:30 新英研総会

21:00～22:30 ブロック別交流会

18:00～19:00 夕食

17:00～18:00 研究者集団の会

13:30～17:00 分科会

12:00～13:30 広島バザール／昼食

9:00～12:00 分科会

11:30～12:00 全国委員会
12:00～12:30 受付／昼食
12:30～13:00 開会行事

13:30～15:30 記念講演

16:00～18:00 新英研講座

18:00～19:30 夕食

19:30～20:20 文化行事

20:30～21:15 分科会打ち合わせ

21:30～22:00 運営委員会

10:30～11:30 全国常任委員会

7月28日（土） 7月29日（日） 7月30日（月）
9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Messages_____________________________________

Timetable_____________________________________

さあ，全国から広島へ！ そして広島から世界へ！
現地実行委員長　妹尾 恵理子

1983年に行われた第20回から実に29年ぶりに，今回「満を持し
て」の広島開催です。現地スタッフが開催の意思を固めてからこの2
年の間に，私たちの国は大きな試練を与えられました。福島原発から
45km地点の飯舘村の若者がチェルノブイリ博物館を訪れた後，頼っ
たのは被爆地広島でした。広島県原爆被害者団体協議会から受けた
助言を元に被爆後の生活を記録する手帳を作り，広島大学名誉教授
の鎌田医師に内部被曝を防ぐ方法を聞いたといいます。「広島，長崎
のように復興したい」「私たちに力を下さい。勇気，未来を教えて下
さい」と言う被災者の方々の思いに，ここ広島での大会開催により大
きな意味を感じずにはいられません。

英語教師として手探り状態の若かりし頃，前回の宮島大会に参加し
た私は，会場を埋め尽くした参加者の方々の熱気に圧倒されました。
そして今日に至ります。2012年のこの夏，もう一度原点に帰って「英
語教師は何を教えるべきか」を問いたいと思います。

“It began with a flash. On August 6, 1945, an atomic bomb was 

dropped over Hiroshima.

The bomb destroyed the city. At least 130,000 people died by the 

end of the year.

But two-year-old Sasaki Sadako survived.”

（NEW CROWN3　改訂版より）
自分の学校の教壇に立ち，この教科書のこの教材を扱うとき，その

底にある事実とは何か，その先にある生徒たちに願う力とは何か。
さあ，皆さん。厳島と，原爆ドーム，二つの世界遺産がある平和都

市広島に集い，世界に向けて発信できる生徒たちの輝く力を信じて，
熱く学び合いましょう。

人間が育つ英語教育を豊かに
新英語教育研究会会長　瀧口 優

「今，広島から発信する『命輝く英語教育』と『平和へ
の展望』」をテーマに，広島で第49回大会が開催されま
す。昨年3月11日の「東日本大震災」と福島第一原子力
発電所の崩壊は，1年以上も経っていまだに人間が人間
らしく生きることを妨げています。「人間を育てる英語教
育」をめざして50年のあゆみを続けてきた新英語教育研
究会にとって，まさに真価が問われる事態です。「人間
を育てる英語教育」から「人間が育つ英語教育」への視
点も必要になっています。子どもと教育をめぐっても虐
待やいじめ，あるいは学校への不適応，特別支援を必要
とする子どもたちなど，ますます厳しさが増しています。

また英語教育をめぐっては，昨年度より小学校に外
国語活動が導入され，その授業を受けた子どもたちが，
新しい指導要領がスタートする中学校に入学してきま
す。あらゆる地域で小学校と中学校の連携が問われて
います。新英研中国・四国ブロックでは1976年（岡山），
1983年（広島）1996年（高知），2002年（山口）と4回の
全国大会が開催され，外国語教育とコミュニケーション，
あるいは民主主義と平和の課題を一貫して追求してきま
した。外国語教育は人と人を繋ぐ教育であり，平和教育
の原点でもあります。

ヒロシマ・フクシマから発信するメッセージは持続可
能な人間や自然との共生です。世界がお互いのつながり
を必要としている時，まずは集まりましょう。広島でお
待ちしています。

ごあいさつ

大会日程
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Presentation Sessions___________________

新英研講座 16:00 〜 18:00

文化行事 19:30 〜 20:20

小・中・高・大，学年別の授業実践から学ぼう

♪♪ピースコンサート♪♪ 広島合唱団  
平和への「ねがい」を込めて，ともに歌いましょう。

創立58年。「うたごえは平和の力」「うたごえを生きる力に」を合言葉に，
平和・命・愛の歌を歌い続けている合唱団です。
美しい歌声に定評あり。指揮は「ねがい」の作曲者，たかだ・りゅうじ 
さんです。

太田垣 靖（京都・中）
わかる，つながる英語の授業を
　みんなでやれば，…
“英語で読んだり書いたりしていろんな人に伝えら
れたら…”，生徒たちの学習への期待に少しでも応
えたい，その一念で取り組んできたアレコレを紹
介します。一緒に学び合いましょう。

林 茂樹（長野・高）
ひとつのいのち　ささえることば

英語がわかったらいいなと思いながらも，その願
いを堅い殻で包んでしまっている生徒たち。その
殻を内側から破るための教材とは？　英語の歌や
名言を通じて「生きる」を考えます。

山野 有紀（埼玉・小）
英語と他教科を統合した
外国語活動
　ことばと内容を豊かに学ぶ
色粘土で作った自分だけの動物（図工），その生息
地（理科）を学び，環境問題（社会）に目を開いた
子どもたち。心動く体験を通して，英語も内容も
共に学んだ授業を報告します。

矢寺 秀樹（大阪・中）
主体的な学習者を育てる
　信頼関係の創出を求めて

「わかる，できる」の自己肯定感の醸成から世界，
社会を形成する主体者を育てる。それは，全ての
生徒を大切にすることから始まります。信頼関係
の構築が，授業の命です。

上山 晋平（広島・高）
発信力をどう育てるか
　心と技能を育てる高校授業のつくり方
難しいと言われる高校教科書でも，楽しく学び，
心を動かし，発信力を伸ばす指導のコツは共通で
す。中高接続やiPod，便利な資料の使い方まで，
楽しく役立つ講座を一緒に体験しませんか。

棚橋 昌代（東京・大）
Love ＆ Friendshipを
テーマにした英語の授業
　映画からシナリオ，原作で英語に親しむ
子どもに関わる課題を学ぶ学生たちに，子どもや
彼らを取り巻く人間関係に注目させ，友情や親子
間の愛情などを扱った映画を扱い，楽しく英語を
学んでいく中で，自己を見つめていく授業。

Ⅰ．中学入門期の授業

Ⅲ．高校の授業（やさしい教科書）

Ⅴ．小学校の外国語活動

Ⅱ．中学2・3年の授業

Ⅳ．高校の授業（比較的難しい教科書）

Ⅵ．大学の授業

Chorus_______

7月28日（土）
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分 科 会　9:00 〜 12:00 ／ 13:30 〜 17:00

今井 敏文（大阪・中）
教師5年間で痛感した教材選びの
大切さ
試行錯誤の5年間で，プロジェリア症候群のアシュ
リー・へギさんや Zero Landmine にたどりつき，
教材の大切さを実感しています。

中西 英二（福岡・高）
感動教材を求めて（春日版）
　30年間の教研活動のまとめと反省
①出会った教材を広く研究し，深く掘り下げること
で「新しい自分を発見する」事，②「教材センター」
で共有できる事を共に考えたい。

向後 ともみ（東京・中）
料理しにくい言語材料が生徒の腕
で心のメインディッシュに
中学２年生が伝えます。お父さん，お母さん聞いて!!  
must が優しい言葉に大変身。

杉山 譲司（北海道・高）
東日本大震災被災者への
英語メッセージ翻訳活動
被災者を思う気持ちがルイジアナの仲間から気仙
沼へ。「架け橋」になるという意識が，今までにな
い「和訳の達成感」をもたらしました。

正頭 英和（京都・小，中，高）
スキルトレーニングの授業づくりと
テスト，評価について
実技科でもある英語の授業で，どうスキルトレーニング
をし，その結果生徒がどう育ち，どう評価すればいいの
かを具体的に発表し考察する。

村田 京生子（埼玉・中）
言葉と心のキャッチボールのある
授業づくりをめざして
言葉も心も通い合う英語の授業をめざして，多動・
私語・反抗等の問題行動という壁を崩す手だてを，
特別支援教育の視点から考えます。

立石 斉（佐賀・高）
ICTを使った「できる授業」づくり
　電子黒板の活用を中心に
電子黒板を用いた視覚支援を中心として，学びが困
難な生徒にとっても，わかりやすい授業づくりの一
端をご紹介します。

小美濃 博（東京・中）
広島の平和と今を考える
自主教材 Another story of August 6thを扱って
2011年8月6日，広島球場で53年ぶりに，プロ野球
公式戦が行われた。その裏にある出来事を英文と映
像で学習し，平和について考えあった。

森川 正美（三重・高）
Team Teachingで深める
読みとりの授業

「英文解釈」という授業のなかで，興味深いトピック
について Team Teaching を行い，読みとりを深め
たり自己表現につなげたりした。

七田 桂子（石川・中）
こころとこころがつながり合える
自己表現活動をめざして
Show and Tell, Magic Box の劇発表を通して生徒同
士がわかり合い，違いを認め，つながりあえること
をめざして行った実践です。

赤松 敦子（山口・高）
命の尊さを考える自己表現活動で
国際交流 〜英語が通じた喜び〜
生徒達が世界中の様々な人々と一緒に命の尊さや
多様性の価値を考える機会を作る試み。大震災後
のメッセージ交換や ePals を通しての交流。

教科書・自主教材をどう検討し，どう扱うか

第1分科会

第7分科会

第5分科会

第2分科会

第8分科会

どんな学力をめざし，どう評価するか

「遅れがちな子」をどう生き生きさせるか

読み取りの力をどう高めるか

表現力，特に自己表現の力をどう広げ，どう高めるか

新英研には 10 の
分科会があります。
各地の実践報告の発表を聞き
グループ討議でじっくり学び
合います。
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Special Interest Group Sessions____________________________

荒木 恵梨香（東京・中）
「じゃ『三単現のS』って何？」
「わかりません！」

中１の英語で最も頭が混乱する三単現をどう教えた
らいいのだろう。グループで学び文法を発見する，
生徒と私の奮闘記です！

萩原 一郎（神奈川・高）
高校の英文法教育を変える！
　解説と問題演習の授業から脱するには
英文法の全体像のつかませ方，どんな例文を与える
か，教室での練習方法，英文法と他の技能の結び
つけ方などを具体的に提示します。

山口 良子（京都・中）
サダコ，キング，沖縄，アレンを学び，

“PEACE BOOK”で協同作業
サダコに関わるスピーチづくり，I Have a Dream
暗 唱，沖 縄・アレ ン・ 憲 法9条 を 学 び，“PEACE 
BOOK”で平和を感じる協同作業をした。

藤本 文昭（愛媛・高）
「ニイハウ事件」を通してcultural literacy
（異文化理解度）と平和を考える
日米開戦直後，不時着した日本人パイロットを日系
人夫婦が助けた。人種と国籍の狭間で翻弄される
家族の姿から平和と人権について学ぶ。

小原 百合子（静岡・高）
Lucky Dragonから原発問題を
考える
第五福竜丸事件は，現代とどう関係するのか。読み
取りを通して事件のあらましを知り，事実を知るこ
との大切さを学ぶ。

福田 香里（滋賀・中）
キング牧師からアンネへ
　音声教材がつないでくれた授業
中学3年生の3学期，「生徒たちに伝えておきたいこ
と」と始めたキング牧師の授業から広がっていった
授業の様子を中心に報告します。

海木 幸登（富山・高）
発音指導（基礎）から表現よみ・
群読（応用）まで 中高生と絵本の世界

「大きな木」や「かわいそうなゾウ」などたくさんの
絵本を材料に，音声指導のすべてを扱いたいと思
います。楽しくて，役に立つレポートです！

大栗 健二（埼玉・中）
4人班の絆を強める中1の授業
　絆づくりから学び合いへの試み
生徒同士の絆を強め，学びあいに発展する活動を
報告します。英語の授業における学び合いについて，
みんなで考えてみませんか。

吉牟田 聡美（神奈川・大）
協同学習
　みんなで向上する
協同学習のアプローチを用いた，ライティング力や
英語映画の理解の向上を目指す授業をレポートしま
す。

鎌塚 房夫（東京・小）
どの子も笑顔に！
　小学校外国語の授業の様子と試み
小学校の外国語の授業で，ALTと担任がどのような
授業をしているのか，実際の様子を紹介する。

坂本 ひとみ（東京・大）
「豆」をテーマに

　「英語活動」と「総合」の連携
「総合」の時間に大豆について調べ学習をした生徒
に向けて世界の豆をテーマに英語活動を実践した。
その教材や活動案を紹介する。

英文法をどう考え，どう教えるか

平和・環境・人権教育をどう進めるか

音声を重視して，どう教えるか

第3分科会

第9分科会

第4分科会

第10分科会

第6分科会
仲間と学び，自ら学ぶ力をどうつけるか

入門期の英語指導をどう進めるか

本大会では，新たにミニレポート・コーナーを各分科会の
中に設けます！
　1.  若い教員が比較的気軽に，15分程度の報告を行い，

実践交流をする
　2. 若い先生方の元気のある実践から学ぶ場とする
発表希望の方は下記の研究部吉岡までご連絡ください。
E-mail: jkoshio@nifty.com

Mini Report Corner 創設！

7月29日（日）
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１ 2

Sales and Exhibits_________________

Local Theme Sessions___________________

広島バザール
12:00 〜 13:30

テーマ別分科会 9:00 〜 11:00

新英語教育研究会 総会
19:00 〜 20:30

ブロック別交流会
21:00 〜 22:30

授業プリント，視聴覚教材にミニ実践。どうぞ，この機会をお見逃しなく。
「教材展」の出店のご希望はこちらへ　
→ 高木 繁　 E-mail: takasige@jcom.home.ne.jp  （申込み締切７月21日）

総会に集い，子どもの成長と
平和な社会をめざす協同の
基盤をさらに力強いものに！

北海道・東北／東京／関東／東海・北陸／関西／
中国・四国／九州・沖縄の7つのブロックに分かれ
て開く交流会。
身近なところにいる仲間と出会える機会です。ぜひ
親交を深めましょう！

全国大会の楽しみの一つ！
新英研の創意工夫をこらした自主教材に
出会える教材交流広場です。

広島を学ぶ！

江種 裕司　元中学音楽教師（被爆教職員の会）
被爆体験を語る
　ヒロシマの心
広島師範学校の本科生で
学徒動員されていた17歳
の時に被爆される。軍命
で救援活動のため爆心地
から約1.5kmの場所へ燃
え盛る火の中を歩いた際
の体験。終戦後，放射能の影響で床に臥された時
の体験などヒロシマの心を語って頂きます。

◆ IIPE（国際平和研究集会）公開セミナー
Educating for Human Security & Survival: Emergencies in Ecology, 
Energy, Economy
人間の安全保障と未来のための教育；自然・エネルギー・経済の危機
日時：2012年8月18日（土）13:00 〜 16:00
場所：国立女性教育会館研修棟101研修室
参加費：2,000円
海外からの参加者との合宿で学ぶIIPEの一部公開セミナーです。
http://www.i-i-p-e.org/2012.html
問合せ：平和教育地球キャンペーン
http://gcpej.jimdo.com/　　e-mail: hapgcpej@gmail.com

◆ 平和と友好の夏の韓国研修の旅
日時：2012年8月21日（火）〜 24日（金）３泊４日
西大門刑務所博物館，安重根記念館，戦争博物館，「ナヌ
ムの家」友好訪問・交流など。 
費用：11万2,000円（ツイン）
最小催行人員：８名（現地ガイド随行，添乗員なし） 
企画・引率責任者：島崎嗣生（新英研中央常任委員） 
申込締切：５月20日厳守 
問合せ：JTB法人東京教育第一事業部　吉澤孝一 
　　　　Tel: 03-5909-8034
　　　　Fax: 03-5909-8040

新英語教育研究会関連海外研修・国際会議のご案内

佐治 妙心（麻希）�（妙蔵寺住職）
Peace Crane 
Kamishibai

（折り鶴紙芝居）
私は，紙芝居を通して次
代を担う人々に戦争・い
じめの悲惨さと「心の平
和・命の尊さを伝えるこ
とが平和に繋がる」と信じて，これまで10年間国
内外の約400箇所で語ってきました。今回は英語
で紙芝居に初めて挑戦します。

　　被爆の証言 　　サダコと折り鶴 紙芝居

写真提供：ピース･ニュース

7月29日（日）

7月30日（月）
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Workshops__________

ワークショップ 9:00 〜 11:00

オプショナル・ツアー 14:00 〜 16:00

テーマ別分科会と同時開催 参加型で学ぼう！

広島でしか得られない，五感で感じる世界遺産ショート・ツアー

森田 康寛（富山・中）
生徒の心に響く英語の歌
　英語の歌で楽しくインプット
歌（詩）には，作者の強いメッセージが込められて
いる。そのメッセージを感じ取り，自分の思いに
替えて歌う時，そこにはコミュニケーションが生ま
れる。歌と共にインプットした表現は，確実に生
徒の心の中に残る。心に響く歌を生徒たちと共に
歌いましょう。

KETG（Korean�English�Teachers’�Group）
その現在とこれから（仮題）
新英研との交流が13年目を迎えたKETGは，新英研
を含め海外の英語教育から様々なことを学びなが
ら， 韓国にふさわしい外国語教育の進め方を研究
しています。日本よりも早く「小学校英語」や「英
語で英語の授業を」の政策が進められてきた韓国
で，今どのような教育実践と研究が行なわれてい
るのかを発表していただきます。

被爆遺跡と碑めぐり
定員：30名（最小催行人数20名）

原爆遺跡保存運動懇談会副座長である高橋信雄先
生のガイドで，日清戦争を明治天皇が直接指揮し
た大本営跡・原爆の第一報を女子中学生が伝えた
師団司令部の通信室跡・平和記念公園内の碑・原
爆ドームなどを巡ります。
原爆遺跡からわかる広島の被害・被爆の実相を科
学的・論理的に伝えて下さいます。
費用：3,000円（貸切バス代・広島平和記念資料館
入場料・保険代・ガイド代を含む）

見城 昌平（群馬・高）
明日から使えるTIPS 20+12

英語の授業を楽しくわかりやすくするため，視聴
覚機器を利用してみたいけど，ちょっと大変そう!?
機器利用の基礎に加え，その準備として，DVDや
パソコン，インターネットを活用するためのヒント
を紹介します。

村上 加代子（兵庫・大）
齋藤 理一郎（群馬・高）

クラスにこんな子いませんか？
ノートが取れない，指示が待てない，グループワー
クが苦手……教員から見た困った子たち。実は一
番困っているのは彼ら・彼女らではないでしょう
か？そんな子たちへの支援のあり方を一緒に考え
ましょう。

宮島散策・町屋巡りと厳島神社
定員：15名（最小催行人数10名）

日本三景の一つ「安芸の宮島」平清盛でも話題の厳
島神社を訪れ，賑やかな表参道商店街の一本奥に
ある昭和30年代の面影をそのまま残す商店が立ち
並ぶ町屋通りを散策します。
費用：1,500円（フェリー代・厳島神社拝観料・保
険代・ガイド代を含む）

　　英語の歌を授業に

　　韓国の英語教育

オプショナル・ツアー 1

　　視聴覚機器を使った授業（初級編）

　　学習・発達障碍問題

オプショナル・ツアー 2

Optional Tour_____________

一緒に来んさい，
まっとるけんね！

7月30日（月）

3

5

4

6
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大会参加について
① 参加費

〈全日程参加〉
教員 9,000円　一般・非常勤教員 4,000円　学生 2,000円

（全国会員 8,000円）
〈1日参加〉
教員 4,000円　一般・非常勤教員 2,000円　学生 1,000円

〈記念講演のみ〉 500円　　〈文化行事のみ〉500円
※ 参加申込み後に取り消される場合でも参加費の返却

はできません。（その際は大会資料をお送り致します）

② 宿泊のご案内
■ 宿泊ホテル
大会行事がすべて行われる「安芸グランドホテル」に
て特別料金でご用意いたしております。
■ 宿泊料金（原則一室４〜５名・相部屋利用）
7月27日（金）・28日（土）・29日（日）・30日（月）
・大人（中学生以上）
　1泊朝食 8,925円　　1泊2食 12,000円
・子ども（小学生以下）
　1泊朝食 6,300円　　1泊2食 8,400円
※ 夕食内容を大人と同様にした場合は大人と同額になります。
※幼児で添い寝・食事不要の場合は料金不要です。
※ 尚，1室3名でご利用の場合は，お一人様1泊あたり

1,050円追加，1室2名でご利用の場合はお一人様1泊
あたり2,100円追加となります。1室1名利用希望の場
合はお問い合わせ下さい。

※ 飛行機でお越しの際は，「旅割」をセットした組み合わ
せプランをご用意します。搭乗日から55日前・45日前・
28日前までにお申込み頂ければ格安航空券を確保で
きる場合があります。席数に限りがありますのでお早
めにお申込みください。取消の場合は航空券の種類に
より取消料金が異なりますのでお問い合わせ下さい。

■ 食事条件
1泊朝食及び1泊2食の体系で設定致しております。（税
金・サービス料込）夕食のみのお申込みはお一人様あ
たり，大人：4,700円　子供：3,500円です。
■ キャンセル料
次の料率でキャンセル料が発生します。
・宿泊日20 ～ 8日前迄 ......... 無料
・7日前から前日前迄 ........... 20％
・宿泊前日 .............................. 50％
・当日・無連絡 .................... 100％
※早割のご利用の方の取消料はお問い合わせください。

③ 駐車場のご案内
会場の「安芸グランドホテル」の駐車場をご利用くださ
い。尚，夏休み期間中のため，遅い時間の到着は満車の
場合もあります。時間には余裕を持ってお越しください。

④ 保育所のご案内
〈お預かり期間〉
7月28日（土）  .......................... 13:00 ～ 18:00
7月29日（日）  ..........................   9:00 ～ 17:00
7月30日（月）  ..........................   9:00 ～ 12:30
お預かり費用／ 1日1人　2,000円（3歳以上）
保険料・おやつ・教具代が含まれています。その他，
施設入場料，交通費が必要な場合は，実費をいただき
ます。尚，昼食は保護者の責任でお願いします。

⑤ 昼食のご案内
ホテル内にもレストランはありますが，夏休み期間中
で大変混雑が予想されます。美味しいお米と広島県の
素材を使った「むさし」のお弁当を日替わり，お茶付き
でご用意いたしますので，お申込みください。
7月28日（土）  幕の内弁当 ............................. 800円
7月29日（日）  広島の食材の特製弁当 ...... 1,100円
7月30日（月）  幕の内弁当 ............................. 800円
※ なお，取消・変更は前日の12:00迄にお願いします。

それ以降のお取消は返金ができません。

⑥ その他
・ 参加ご希望の新英研講座，分科会，テーマ別分科会，

ワークショップの記入欄も必ずご記入ください。
・出張依頼状が必要な方は，下記までご請求下さい。
　瀧口 優（新英研会長）
　〒332-0015　埼玉県川口市川口 2-15-1-1004　
　Tel : 048-254-5074　Fax : 048-254-5051
　E-mail : takiguchi-masaru@r8.dion.ne.jp
　現地実行委員会連絡先：角崎祐美（かくざきひろみ）
　〒736-0086　広島県広島市安芸区矢野南 3-4-14
　Tel & Fax: 082-888-6528 
　E-mail: kaku-taiyo@s5.dion.ne.jp

⑦ 参加申込みについて
申込みは，最終ページの「大会参加申込書」に必要事項
を記入し，FAXでお願い致します。
申込み受付後，折り返し，メール，FAXまたは電話で
受付確認をお知らせします。
大会1週間前までに「各種予約確認書」「請求書」などを
郵送します。（各書類は大会当日ご持参ください）
上記書類が届きましたら，期日までに，指定口座へお
振込下さい。尚，振込手数料は各自にてご負担下さい。

申込み締め切り: 7月6日（金）
※ 締切以降の申込みについては，下記の㈱日本旅行　

広島教育旅行支店までご連絡ください。

㈱日本旅行 広島教育旅行支店　担当／坂本・小泉・蓑崎（みのさき）
〒 732-0057  広島市東区二葉の里 3-8-21

Tel : 082-263-4053  　Fax : 082-264-3549  　E-mail : shuichi_sakamoto@nta.co.jp
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※通信欄 （同室希望など）

FAX申込先　　㈱日本旅行　広島教育旅行支店 受付日 受付番号

082-264-3549 担当／坂本・小泉・蓑崎（みのさき）

新英語教育研究会  第49回全国大会  参加申込書
＊＊＊ご記入のお願い　必要事項を全て記入し、　   にはチェック印を，（　　）には数字をご記入ください。＊＊＊

①

②

⑥

⑦

⑤

③ ④

都道府県名

参加者氏名

（フリガナ）

性別 男性 女性 会員 新英研全国会員 未会員 教員 一般・非常勤教員 学生

勤務先

連絡先及び
書類発送先住所

連絡先

〒（　　　 　－　　　 　）

電話　（　　　　　  ）　　　    　－

自宅

電話

FAX

（　　  　　  ）　　　 　－

（　　  　　  ）　　　 　－

Eメール

携帯電話 （　　  　　  ）　　　 　－

勤務先　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

大会参加形態（申込内容）

男の子 女の子 年齢 （　　　　　）歳

7月28日（土）

7月27日（金）

2食 朝食のみ

2食 朝食のみ

7月28日（土）

2食 朝食のみ

7月29日（日）

2食 朝食のみ

7月30日（月）

2食 朝食のみ

子ども用食事

7月28日（土） 800円 7月29日（日） 1,100円 7月30日（月） 800円

7月28日（土） 7月29日（日） 7月30日（月）

7月29日（日） 7月30日（月）大会参加日程

参加希望講座
及び　分科会

宿泊設定日

同室家族名

弁当注文

保育希望
1人1日　2,000円

オプショナルツアー
7月30日（月）午後

飛行機セットプラン

新英研講座 分科会 テーマ別分科会／ワークショップ

講座1　中学入門期

講座2　中学２・３年生

講座3　高校（やさしい教科書）

講座4　高校（比較的難しい教科書）

講座5　小学校での英語授業

講座6　大学での授業

第 （　　　　） 分科会
テーマ別分科会
ワークショップ

（　　　　）

要項の中の分科会の番号を
（　　）の中にご記入下さい。

同時開催のため、要項の中の
1～6の番号の1つを（　　）
の中にご記入ください。

1.　　　　　　　　　　　　　　　（　　　  　）才

2食

参加

参加

申込む

1.  世界遺産・平和公園散策　　　　　　3,000円 （一人あたり・大人子ども同額）

2.  世界遺産・厳島神社と宮島町屋　　　1,500円 （一人あたり・大人子ども同額）

朝食のみ 子ども用食事2.　　　　　　　　　　　　　　　（　　　  　）才

2食 朝食のみ 子ども用食事3.　　　　　　　　　　　　　　　（　　　  　）才

（　  　）個 （  　　）個 （　　  ）個

お子様のお名前

発着空港名 ：

往路　（ 　 　　）月（　　 　）日　広島空港　着時間　（　　　　：　　　　）

復路　（ 　 　　）月（　　 　）日　広島空港　発時間　（　　　　：　　　　）
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大野IC

宮島口駅

国道２号線

廿日市IC大野IC 広島岩国道路 山陽自動車道広島岩国道路 山陽自動車道

宮島口駅

宮島口バス停
深江バス停 宮島口桟橋

山陽本線

至大竹 至広島
国道２号線

チチヤスハイパークチチヤスハイパーク

安芸グランドホテル安芸グランドホテル
広島東洋カープ練習場

●宮島口駅から約1km　●宮島口駅からタクシーで3分
●JR宮島口駅定期送迎バス有り（8:00～10:00 15:30～18:30）

廿日市IC

安芸グランドホテルのご案内

※JR宮島駅送迎バスは大会のために臨時便を出します。
　時刻につきましては日本旅行までお問い合わせください。
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