NEW ENGLISH TEACHERS' ASSOCIATION
新英語教育研究会

第48回 全国大会 愛知・半田大会
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
［大会サブ・テーマ］

つながる心，ひろがる世界

SHIN-EIKEN

ーごんぎつねの里からー

主催：新英語教育研究会 後援：愛知県教育委員会，半田市，半田市教育委員会，日本福祉大学

とき：2011 年７月 30 日（土）〜８月１日（月）
会場：愛知県半田市福祉文化会館（雁宿ホール）

2011 in Handa

〒 475-0918 愛知県半田市雁宿町 1-22-1 TEL : 0569-23-7331 FAX : 0569-23-7629

7/30（土） 13:30
〜15:00 記念講演

短歌とサイエンス 〜その感動と表現
講師

諏訪 兼位氏

元日本福祉大学学長，地質・岩石学者，歌人

【プロフィール】すわ・かねのり● 1928 年鹿児島市生まれ。東京大学理学部地質学科卒業。名古屋大学理学部
地球科学教室教授，名古屋大学理学部長，日本福祉大学学長を経て，現在，名古屋大学・日本福祉大学名誉教授。
日本アフリカ学会元会長。日本地質学会賞，渡邊萬次郎賞（日本岩石鉱物鉱床学会）
，朝日歌壇賞〈２回〉を受賞。
【著書】
『裂ける大地アフリカ大地溝帯の謎』
（講談社）
，
『アフリカ大陸から地球がわかる』
（岩波ジュニア新書）
，
『科学を短歌に読む』
（岩波書店）など。
15:15
7/30（土） 〜17:15 新英研講座

Ⅰ．中学入門期の授業

9:00
7/31（日） 〜16:30 分科会

Ⅱ．中学２，
３年生の授業

どう扱うか

Ⅲ．高校（やさしい教科書）での授業づくり

第２ 読み取りの力をどう高めるか

Ⅳ．高校（比較的難しい教科書）での授業づくり

第３ 英文法をどう考え，どう教えるか

Ⅴ．小学校での英語活動

第４ 音声を重視して，どう教えるか

Ⅵ．大学での授業

第５ どんな学力を目指し，どう評価するか

17:30
7/30（土） 〜19:00 文化行事（＊詳細は4ページ）

第６ 仲間と学び，自ら学ぶ力をどうつけるか
第７ 「遅れがちな子」をどう生き生きさせるか

陳昌鉉さんのトークとバイオリン演奏
12:00
7/31（日） 〜13:20 教材展

第８ 表現力，特に自己表現の力をどう広げ，
どう高めるか

（＊詳細は4ページ）

第９ 平和・環境・人権教育をどう進めるか

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！

第１０ 外国人講師との Team-teaching・
小学校での「英語活動」

Come and join us !

8/1（月）

9:00
〜11:00

（＊詳細は3 〜 4ページ）

第１ 教科書・自主教材をどう検討し，

（＊詳細は3ページ）

ワークショップ

１．授業に歌を

（＊詳細は5ページ）

２．授業づくり

8/1（月）

9:00
〜11:00

特別講座

（＊詳細は5ページ）

「被爆体験を語る」第五福竜丸の乗組員として
大石又七さん

３．映像でまなぶ環境・平和・人権と

新英研ホームページ

メディア・リテラシー

http://www.shin-eiken.com

４．韓国の英語教育
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ご挨拶
半田市一丸となって歓迎します

内野 信幸

現地実行委員長・日本福祉大学教授

外国語教育の新たなる飛躍に向かって
新英語教育研究会会長

瀧口 優

愛知県は知多半島にある半田市で，第 48 回新英語教

「つながる心，ひろがる世界」をテーマに開催される新英研第

育研究会の全国大会を開催することになりました。名古

48 回大会は，
『新英語教育』500 号の節目に開催されることに

屋駅から名鉄特急，急行で 30 分，セントレア空港から

なりました。まずはじめに，３月の「東日本大震災」で犠牲にな

もバスでほぼ同じ位の時間で半田に到着します。その駅

られた方々に心より哀悼の意を表します。新英研は 1959 年の

沿いに大会・分科会会場の〈雁宿ホール〉があります。

創立以来一貫して，
「人間を育てる英語教育」を目指し，英語教

お泊りになるホテルも駅周辺にあります。

育を通しての人間形成を視野に入れて授業に取り組んできまし

半田と言えば，
「ごんぎつね」
「手袋を買いに」などの

た。子どもと教育をめぐる状況がますます厳しくなる中で，人

作品で知られ，小学校の先生たち，児童文学愛好家，研

間を大切にする外国語教育こそ求められています。今年度より

究者たちから
〈聖地〉
と呼ばれる，
新美南吉生誕の地です。

小学校に「外国語（英語）活動」が導入され，私たちの実践や研

また，半田市は〈蔵の町〉とも呼ばれ，この町の蔵には，

究も新たな段階をむかえます。

酢，たまり醤油，八丁味噌，そして酒が貯蔵されていま

東海ブロックでは 1973 年（下呂）
，1980 年（蒲郡）
，1990

す。その蔵の周辺を囲う黒塀が有名です。かつて，黒沢

年（岐阜）
，1998 年（浜松）
，2006 年（蒲郡）と５回の全国大

明監督もこの地を背景にして『姿三四郎』を撮りました。

会が開催され，子どもたちの発達や変化をふまえた教育実践を

オプショナル・ツアーでは，
〈新美南吉記念館〉も特別

交流してきました。

に開館してくれますし，学芸員の同行でご案内いたしま

とりわけ「子どもたちを文化のにない手に」と記念講演で呼

す。また，街並み探訪，
〈紺屋海道〉では，第二次世界

びかけた 73 年の大会は，外国語教育を通して文化の創造を行

大戦中に受けた米軍機の銃弾痕も残る〈半田赤レンガ建

なうことを提起しました。また「人間の発達」(80)「人権の大

物（旧カブトビール工場）
〉も見学できます。

切さ」
（90）
「人間にとって言語とは」
（98）
「子どもたちの心

今大会を開催するにあたり，半田市観光協会，半田イ
ベント・コンベンション誘致協議会から全面的な支援を

を読み解く」
（06）等，常に時代をリードするテーマを参加者
に提起してきています。

頂きました。この場をお借りしてお礼申し上げます。大

大地震によって大きな被害を受けた東北の人々をはじめ，世

会開催中の３日間，東海ブロックの実行委員がお世話を

界が心のつながりを求めているこの時に，外国語教育の果たす

しますが，何かと至らぬ点はご容赦下さい。大会テーマ

役割はますます大きくなってきています。授業で悩みを感じた

にありますように，
「つながる心，ひろがる世界」をこ

り，あるいは手ごたえを感じている多くの先生方が参加されて，

の「ごんぎつねの里」で実感し，講演・分科会・講座な

心のつながりと世界の広がりを実感していただきたいと思いま

どの研修が，夏の充電になれば幸いです。ともあれ，半

す。全国の外国語教育に携わっている皆さん，また目指してい

田市が一丸となって，皆様のお越しを歓迎いたします。

る学生の皆さん，ぜひ愛知でお会いしましょう。

大会日程
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7/30（土）15:15 〜 17:15

新英研講座
Ⅰ．中学入門期の授業

安野寿美（東京・中）

文字と音声，そしてやっぱり自己表現を！〜定食コースと本日のスペシャル～

Ⅱ．中学２，３年生の授業

妹尾恵理子（広島・中） “Show and Tell”で語ろう！ ～比較級，最上級を使った導入・展開・表現～
Ⅲ．高校（やさしい教科書）での授業づくり

吉浦潤次（大阪・高）

生徒の精神的要請に応える授業の模索 ～映画・歌・劇なども使って～

Ⅳ．高校（比較的難しい教科書）での授業づくり

柳沢民雄（埼玉・高）

歌・音読・ペア活動 ～「英語で授業」おそるべからず～

Ⅴ．小学校での英語活動

丹下加代子（愛知・小） 映画を楽しみながら学ぶ英語 ～テーマ わくわくどきどきの英語～
Ⅵ．大学での授業

吉牟田聡美（神奈川・大） 大学英語教育における映画の活用 ～興味と苦手意識を併せ持つ学生を対象に～

7/31（日）9:00 〜 16:30

分科会
第１分科会 教科書・自主教材をどう検討し，どう扱うか

泉 康夫（神奈川・中）
石井 潤（東京・高）

世界は君を待っている 〜映像と長文で巡る世界の現場〜
英語レシテーションの指導

	～ Martin Luther King, Jr. の“I Have a Dream”を使って～
第２分科会 読み取りの力をどう高めるか

米蒸 健一（埼玉・高） “After Twenty Years”の読み取り〜生徒の感性の豊かさから学ぶ〜
作間 和子（東京・大）
心を揺さぶり，思考を深める授業の試み〜 “Desiree’s Baby” を読む〜
第３分科会 英文法をどう考え，どう教えるか

荒木 好枝（東京・中）
望月 照巳（広島・高）

愛と平和で現在完了を！
生徒と創るイキイキ英文法

第４分科会 音声を重視して，どう教えるか

角崎 祐美（広島・中）
映画「フリーダム・ライターズ」を使った音声指導を中心に
関口 昭男（神奈川・高） 音声指導と文字指導の一体化をめざして～アルファベットから暗唱まで～
第５分科会 どんな学力を目指し，どう評価するか

森田 康寛（富山・中）
西田 陽子（京都・高）

本物の英語の力をつける指導と評価
英語の苦手な生徒たちに ～予習なしでも大丈夫，ついておいで！～

第６分科会 仲間と学び，自ら学ぶ力をどうつけるか

玉木 志乃（東京・中）
沖浜 真治（東京・高）

豊かな学びを引きだす授業づくり 〜協同で課題に挑戦させる中で〜
高校英語での『学びの共同体』の成果と課題～「独裁者」を使った授業で～

第７分科会 「遅れがちな子」をどう生き生きさせるか

重本 匡陽（大阪・中）

救え

苦手な生徒たち・協同学習マジック

林 茂樹（長野・高）

心の畑に言の葉を植える

〜再スタート英語学習への取り組み〜
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第８分科会 表現力，特に自己表現の力をどう広げ，どう高めるか

福島 悦子（東京・中）
堀江 研二（岐阜・高）

自己表現でつなげたい！心と心
英語指導の困難を乗り越え，疑問を解明したときに生まれたこと
〜ラップで自己表現をした授業実践などを通して〜

第９分科会 平和・環境・人権教育をどう進めるか

糸山 祐士（福岡・中）
平和への思いをカードに託して〜４年目の Hiroshima 〜
坂本 ひとみ（東京・大） 沖縄をテーマとしたプロジェクト学習
第１０分科会 外国人講師との Team-teaching・小学校での「英語活動」

羽野 祐司（大分・中）
安田 万里（兵庫・小）

ALT とつくる入門期の授業

国際理解教育をベースにした小学校英語活動

文化行事 7/30（土）17:30 〜 19:00

教材展

「音に夢あり」

いろいろな衣装を知ろう

7/31（日）12:00 〜 13:20

教材交流広場

ちんしょうげん

新英研といえば，自主教材！様々な創意工夫をして

陳昌鉉さんのトークとバイオリン演奏

作成された授業プリントや視聴覚教材などを使った

『海峡を渡るバイオリン』
，
『天

ミニ実践紹介や教材交流広場を開催します。昨年の

上の弦』で知られる在日韓国

大分大会でも大好評だった広場です。

人のバイオリン製作者陳さん

昼休みは「教材展」へ GO!

に，なぜ 14 歳で海峡を渡っ
たのか，バイオリンとの出会

あなたも出展しませんか？

い，英語との出会い，そしてストラディバリ

サークルで，個人で，あなたも教材屋台を出しま
せんか。教材の種類は，
実践集，
授業プリント，
ワー
クシート，授業ＤＶＤ，教具など何でもＯＫです。

ウスの魅力を語っていただきます。その後で
陳さん製作のバイオリンの演奏を聞きます。
演奏は高校生バイオリニスト高井香織さん

申込締切：７月 18 日
申込先：高木繁 Tel & Fax : 04-7172-8732
e-mail : takasige@jcom.home.ne.jp

（北名古屋市在住）です。

新英語教育研究会関連海外研修・国際会議のご案内
Peace as a Global Language in Kansai 2011

「地球語としての平和」国際会議
期
場
内

日：10 月 22 日（土）〜 23 日（日）
所：甲南大学 西宮校舎
容：Serious about 'PEACE'? Come here and tell us about the contribution academics
and activists can make!
問合せ：菊地 恵子 Tel : 0493-74-6651 e-mail : dyxjp612@yahoo.co.jp

平和への対話を学ぶフィリピン・スタディツアー（予定）

日 程：8 月 6 日（土）〜 12 日（金）
場 所：フィリピン（マニラおよびネグロスあるいはミンダナオ）
内 容：紛争解決にとりくむ試みを，トランセンド・フィリピンほか協力を得て，現地の経験から学ぶ
費 用：18 万円
人 数：9 名
主 催：トランセンド研究会・グローバル教育地球キャンペーン（GCPEJ）
協 力：新英語教育研究会国際部
問合せ：淺川 Tel & Fax : 048-825-1006 e-mail : kasan@mac.com,
4
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8/1（月）9:00 〜 11:00

特別講座

被爆体験を語る 第五福竜丸の乗組員として
大石 又七さん
【プロフィール】おおいし・またしち● 1934 年，静岡県榛原郡吉田町に生まれる。1953 年マグロ漁船第五福竜丸
に乗船，1954 年３月１日，ビキニ環礁で被爆。長い入院生活の後，東京でクリーニング店を営みながら，自らの
体験談を中心に核廃絶や平和を願って活動している。
大石氏の著書「ビキニ事件の真実」を読んだ大江健三郎は，３月 15 日付朝日新聞「定義集」
（水爆経験を語リ続け
ている人）で「政治と報道の場を覆い，医療の現場でも露骨だった秘密主義まで，大石さんはあの当時もっとも信
奉されていた抑止論者の欺瞞を，明確に暴いています」と指摘している。長年の大石氏の原発への警告が，今現実となりつつある。一日に
30 数種類の薬を飲んで命をつなぐ大石氏は，命の続く限り自分の体験を子供たちに伝えていこうと学校での講話を 27 年間続けている。
【著書】
『死の灰を背負って』
（新潮社・1991 年）
，
『ビキニ事件の真実－いのちの岐路で』
（みすず書房・2003 年。英訳本が 2011 年夏に
発行予定）
，
『これだけは伝えておきたい ビキニ事件の表と裏－第五福竜丸・乗組員が語る』
（かもがわ出版・2007 年）

8/1（月）9:00 〜 11:00

ワークショップ
１．授業に歌を
和田 さつき（神奈川・高）

	雑誌『新英語教育』の連載記事「授業に歌を」で，1999 年 8 月のイーグルス「Desperado（ならず者）」を執筆し
て以来，輪番で担当して 12 年（連載 16 回）が過ぎました。その経緯を振り返りつつ，今回の講座では，「英文法
や語法の理解」「rhyme（押韻）」「内容の読み取り」という３つの観点で提案します。
	映画『サウンド・オブ・ミュージック』，クィーン，エリック・クラプトン，サイモン＆ガーファンクルの歌を中
心に取り上げます。新英研神奈川支部のＨＰ（http://plaza.rakuten.co.jp/shineikenkngw/）に記事をＵＰし
ていますので，ご覧下さい。

２．授業づくり
海木幸登（富山・高）
	
「英語の授業は英語で」などと言う前に，
「英語の授業」とは何か，そして，そもそも「授業」って何なのか―ちょっ
と立ち止まって，そんなことを考えてみませんか。「授業づくりの方法」（＝授業の要素，授業のシステムなど）を
中心に置いて，「１分間で授業を変える指導技術」から「英語の基礎・基本」や「英語教育・教育の目的」まで，授
業づくりのミクロとマクロの世界をまるで３D のように，飛び回りたいと思います。ワークショップが終われば，
みなさんの授業を見る目が，ハイビジョン映像のように，くっきりと見えてくることでしょう。生徒の一人になっ
たつもりで，気楽に参加してみてください。

３．映像でまなぶ環境・平和・人権とメディア・リテラシー

DVD/iPod の利用

菊地 恵子（埼玉・大）
	ネットや DVD には，現在進行中の環境・平和・人権の課題をいきいきと学べる英語教材の候補があふれています。
そこで，適切でインパクトのある素材の見つけ方，授業でうまく活用できるような編集の仕方，英語力やメディア・
リテラシーを高めるためのワークシート作りなど，参加者と一緒に，深めたいと思います。あわせて iPod の活用
法やフェイスブック，ツイッターなどを使った効果的な情報発信について，交流します。
扱いたいテーマ：児童労働，工場制農業，デート DV，グローバリゼーション，紛争と難民 etc.

４．韓国の英語教育 KETG（Korean English Teachers' Group）

	KETG と新英研の交流も 11 年目を迎えました。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われているのかを発表していただ
きます。

オプショナルツアーのご案内 8/1（月）13:00 〜
A コース

両コースとも約 500 円（当日支払）

はんだ蔵のまち散策と「酢の里」見学コース （13:00 〜 15:40）

【主な行程】雁宿ホール →〈スイーツめぐり〉→ 半田赤レンガ建物（元カブトビール工場，半田市の戦跡地）→ 紺屋海道（江戸時代の上半
田のメイン通り，当時の街並みが残る）→博物館「酢の里」（日本で唯一の酢の総合博物館）→ JR 半田駅・名鉄知多半田駅

B コース 新美南吉の里をめぐる文学散歩 （13:00 〜 15:40）
【主な行程】雁宿ホール → 名鉄知多半田駅（電車で）→ 半田口駅 → 新美南吉の生家（当時の間取りが復元されている）→ 岩滑八幡社・
常福院（南吉の童話によく出てくる）→ 矢勝川堤（権現山を見ながら）→ 新美南吉記念館（館内見学）→ 名鉄知多半田駅
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大会参加について
● 参加費

● その他
1.「希望講座と分科会」も必ずご記入ください。

２日以上参加の場合 １日参加の場合
教員

7,000 円

3,500 円

一般

3,000 円

1,500 円

学生

2,000 円

1,000 円

記念講演のみ

500 円

文化行事のみ

500 円

2. 出張依頼状が必要な方は下記まで要請ください。
瀧口 優（新英研会長）
（自宅）
〒 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

※な お，新英研全国会員には割引特典があります。大会期間
中に新英研コーナーにて，1,000 円を返金します。
※参 加申込後に取消される場合でも，参加費の返却はできま
せん。（その際，大会資料を送付します）

● 大会へのお問い合わせ先
弘山貞夫（大会事務局長）

● 宿泊のご案内

（自宅）

会場近くのホテルを紹介します（８頁のホテル案内

〒 444-2118 愛知県岡崎市河原町９-13

参照）。料金はどのホテルも同じ金額です。希望の

TEL ＆ FAX: 0564-24-6915

ホテルがありましたら第１，第２希望まで数字で記

（E-mail）shin.eiken.aichi@gmail.com

入してください。（満室の場合はご希望に添えない
場合もありますのでご了承ください）
〈宿泊ホテル〉
・ビジネスホテル寿屋

● 参加申込みについて

・カンデオホテルズ半田

１．申込みは P.7「大会参加申込書」に必要事項を

・名鉄イン知多半田駅前・センターワンホテル半田

記入し，FAX または郵送でお申込みください。

・半田ステーションホテル

２．申込書の受付後，宿泊するホテル情報，参加費

〈料金〉

振込用紙などの一式を郵送します。

・5,000 円（１泊朝食付き）

３．大会１週間前までに上記書類が届かない場合は

〈宿泊取扱期間〉

「大会へのお問い合わせ先」までご連絡くださ

・７月 29 日（金）・30 日（土）・31 日（日）

い。
（各種書類は，大会当日必ず持参願います。）

※原則シングル部屋です。家族，同伴などの場合は，通信欄にお
書き下さい。なお，宿泊料金は宿泊時に各自でお支払ください。

４．上 記書類が届きましたら，期日までに指定の
ゆうちょ銀行口座・振込先へ参加費のみお振り

● 昼食（弁当）のご案内
近辺にはレストラン，コンビニなどもありますが，
希望者には弁当（お茶付き）をご用意します。
・７月 30 日（土） 割合弁当
・７月 31 日（日） ＊尾州早すし
・８月 1 日（月） 割合弁当

込み願います。（振込手数料は，各自ご負担願
います。）参加費以外は，当日の支払いになり
ます。

800 円

５．申込締切

1,200 円

７月 15 日（金）

※なお，締切以降の申込みについては，下の申込書送付先までご
連絡ください。
※早めのお申込みをお願いします。

800 円

＊江戸時代の寿司を復元した「尾州早すし」です。半田にしかない
寿司で，今大会のために特注でご用意いただきます（31 日限り）
。

● 保育所のご案内

●「大会参加申込書」送付先

〈保育時間〉・７月 30 日（土）13:00 〜 17:15

（宿泊・昼食の問い合わせ窓口）

・７月 31 日（日） 9:00 〜 16:30

特定非営利活動法人

〈保育場所〉 半田市福祉文化会館内

〒 475-0857

〈費用〉 １日１人 2,000 円（３歳児以上）

半田市観光協会
愛知県半田市広小路町 90 番地
クラシティ半田 3 階

TEL：0569-32-3264

※保険料・おやつ・教具代が含まれます。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。
※昼食時間は保護者の責任でお願いします。

FAX: 0569-22-4321
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受

FAX 送付先：特定非営利活動法人 半田市観光協会

0569-22-4321

付 日
月

新英語教育研究会

受付番号
日

第 48 回全国大会

ご記入上のお願い：必要事項をすべて記入し，□にはチェック印を，（

都道府県名

参加申込書

）には数字をご記入下さい。

勤務先名
（フリガナ）

参 加 者
ご 氏 名
性

別

連絡先及び
書類発送先
住所

男性

女性

（〒

ー

絡

先

新英研会員

未会員

教員

一般

学生

）
電話（

自宅
連

会 員

）

ー

勤務先

電話

（

）

ー

Eメール

FAX

（

）

ー

携帯電話

（

）

ー

大会参加形態（申込内容）
7 月30 日（土）

大会参加日程

7 月31 日（日）

新英研講座
参加希望講座
及び 分科会

分

科

8 月1 日（月）

会

特別講座／ワークショップ
特別講座

講座（

宿泊設定日

）

第（

7 月29 日（金）

ワークショップ（

）分科会

）番

同時開催のためどちらかを
お選びください。

7 月30 日（土）

7 月31 日（日）

（基本はシングルです。チェックとカッコに希望順位（1，2）を記入ください。
希望ホテル
（当日支払い）

弁 当 注 文
（当日支払い）

保 育 希 望
（当日支払い）

オプショナ ル
ツア ー 希 望

（

）ビジネスホテル寿屋

（

）カンデオホテルズ半田

（

）名鉄イン知多半田駅前

（

）センターワンホテル半田

（

）半田ステーションホテル

どのホテルでもよい

7 月30 日（土）
割合弁当
（

800 円

7 月31 日（日）

8 月1 日（月）

尾州早すし 1,200 円

）個

（

割合弁当

）個

7 月30 日（土）13:00〜17:15

（

800 円
）個

7 月31 日（日）9:00〜16:30

お子さまの名前

年齢（

）歳

性別

男性

女性

お子さまの名前

年齢（

）歳

性別

男性

女性

8 月1 日（月）午後

2コース （費用約 500 円は当日支払い）

Aコース（はんだ蔵のまち散策と博物館「酢の里」見学）
Bコース（南吉の里をめぐる文学散歩）

◎家族・同伴での宿泊の希望，その他，あれば通信欄にご記入ください。
通信欄
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交通のご案内
【電車利用】
（東京方面）東京駅〜名古屋駅までのぞみで１時間 40 分，（大阪方面）新
大阪駅〜名古屋駅までのぞみで 52 分，「名鉄名古屋」駅から河和線河和
行，又は内海行に乗車，「知多半田」駅まで特急約 30 分。
【自動車利用】
知多半田駅
●大阪・名古屋方面から
・名神高速道路小牧 IC を経て，名古屋高速道路楠 IC より知多半島道
路を利用し，半田中央 IC を経て半田へ。小牧 IC から約１時間。
半田市
・名阪国道（国道 25 号）から東名阪自動車道，伊勢湾岸自動車道へ。
大府 IC を下り，大高 IC から知多半島道路を利用し，半田中央 IC を
経て半田へ。大高 IC より約 20 分
●東京方面から
・東名高速道路岡崎 IC を経て，高浜市を通過し衣浦大橋経由，または
碧南市を通過し衣浦トンネル経由で半田へ。岡崎 IC から約１時間。
・東名高速道路豊田 JCT から伊勢湾岸自動車道へ。大府 IC より知多
半島道路を利用し，半田中央 IC を経て半田へ。豊田 JCT から約１
時間。
【飛行機利用】
●中部国際空港（セントレア）からバスを利用する場合
セントレア中部国際空港から名鉄知田半田駅までバスで 38 分。（５番乗り場，750 円）
※飛行機便利用の「早割」，JAL は「先特」，ANA は「旅割」という搭乗２ヶ月前から 21 日前までの予約は格安運賃です。特に 45 日
前までなら「スーパー先特（旅割）は最大で正規料金の 70％割引です。インターネットか最寄りの旅行代理店で 45 日前までに早め
の予約をお薦めします。

宿泊施設のご案内
CANDEO HOTELS半田（カンデオホテルズ半田）
〒475-0859 半田市天王町1-50-8 TEL0569-25-0331
http://www.candeohotels.com
★名鉄河和線「知多半田駅」から徒歩2分
★JR武豊線「半田駅」から徒歩7分
★知多半島道路「半田中央IC」から車で10分
自慢の展望露天風呂は男女別で，24時間利用可能
です。線路を走る電車の音を遠く聞きながら最上
階にある露天風呂でリラックスしていただけます。
●126室（全室ダブル利用可能）
●男女別展望露天大浴場有り

センターワンホテル半田

ビジネスホテル 寿屋

〒475-0856 半田市更生町1-74 TEL0569-21-6555
http://www.centreone.jp
★名鉄河和線「知多半田駅」から徒歩5分
★JR武豊線「半田駅」から徒歩7分
★知多半島道路「半田中央IC」から車で10分

〒475-0918 半田市雁宿町1-37 TEL0569-21-1843
http://www.h-kotobuki.co.jp
★名鉄河和線「知多半田駅」西口から徒歩1分
★JR武豊線「半田駅」から徒歩10分
★知多半島道路「半田中央IC」から10分

皆様のお力添えのもと，耐震偽装事件を乗り越え
て，解体，新築を経て，生まれ変わることができ
ました。24時間サービスのフロントが皆様をおも
てなしさせて頂きます。

名古屋から名鉄特急で約30分。名鉄知多半田駅か
ら徒歩1分の寿屋なら，軽いフットワークでホテル
ライフをサポートします。
●シングル28室，ツイン3室，和室5室

●全150室，朝食無料サービスは充実の品揃えで，
和洋食バイキング形式です。

名鉄イン 知多半田駅前

半田ステーションホテル

〒475-0856 半田市更生町1-2 TEL0569-23-3434
http://www.M-inn.com
★名鉄河和線「知多半田駅」から徒歩1分
★JR武豊線「半田駅」から徒歩8分
★知多半島道路「半田中央IC」から10分

〒475-0902 半田市宮路町511 TEL0569-23-3222
http://www.nande.com/handa/
★名鉄河和線「住吉町駅」から徒歩1分
★知多半島道路「半田中央IC」から車で7分
住吉町駅から徒歩1分の便利な立地で快適にご利用
いただけます。落ち着いた空間とキメ細やかなサー
ビスで，みなさまにくつろぎの時間をお約束しま
す。1階にリラクゼーション整膚助健堂併設。

知多半田駅徒歩1分の好立地。モノトーンを基調に
半田の蔵をイメージした落ち着きのある最新デザ
イナーズホテルです。
●シングル168室，ツイン2室，ユニバーサル1室

●シングル44室，ツイン4室，トリプル3室，
フォース2室
●カブトビール館併設
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