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くらもと・そう●1935年，東京都出身。
脚本家・劇作家・演出家。東京大学文
学部美学科卒業後，1959年ニッポン放
送入社。1963年に退社後，脚本家とし
て独立。1977年，富良野に移住。1984

年から役者やシナリオライターを養成する私塾「富良野塾」
を主宰（現・富良野GROUP）。代表作に『北の国から』『前
略おふくろ様』『昨日，悲別で』『ライスカレー』『優しい時
間』『風のガーデン』など多数。2006年より「NPO法人C・
C・C富良野自然塾」も主宰し，閉鎖されたゴルフ場に植樹
をし，元の森に返す自然返還事業と，そのフィールドを使っ
た教育プログラムにも力を入れている。

50回記念特別企画！
●今年は新英研大会50回を記念し，新しい研究会
スタイル，題して「アラカルト方式」に挑戦！●色
とりどりの24の実践を３つの時間帯にわたり，用意
しました。●興味のある実践を１日に３つ訪ね歩き，
セッションごとに新しい参加者と交流もできます！ 
お楽しみに!!

１．アイヌの口承文芸を英語で
２．小林多喜二とタコ部屋
３．ウガンダ～大通高校 Heart  Project
４．「ひとごと」ではない福島の現状
５．児童の好奇心とスキルを大事にする授業
６．中３の人気メニューで授業をハッピーに！
７．授業づくりの理論を鍛え，技術を磨く
８．困っているのはダレでしょう？

●小林多喜二ゆかりの地を巡る小樽日帰りツアー
● 倉本聰ゆかりの地富良野と富良野演劇工房を体
験する１泊２日コース
●登別温泉とアイヌの歴史に触れる１泊２日コース

「愛地球心！」をテーマに，様々な国や地域の方と，和太鼓や三
味線等を通しての心の繋
がりを目指し，開校時よ
り活動。2009年には日
韓青少年観光交流促進事
業にて，日本代表として
ソウルや仁川での公演を
成功させる。

Ⅰ．小学校の外国語活動
Ⅱ．中学1年の授業
Ⅲ．中学2年の授業
Ⅳ．中学3年の授業
Ⅴ．高校の授業（やさしい教科書）
Ⅵ．高校の授業（比較的難しい教科書）
Ⅶ．大学の授業
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“北の大地”へようこそ
─ 連帯と感謝の気持ちをこめて

現地実行委員長　小山内　洸
「集う，学ぶ，広げる，北の大地で」を合言葉に，節目の記念す
べき第50回全国大会が北海道で開催されます。
北海道新英研として３度目の全国大会ですが，この度は共同代
表制という新しい体制のもとで運営されます。共同代表の先生方
は何度も合宿して熱い討議を重ね，道新英研の研究会の開催（年
２回）と並行して全国大会の受け入れ準備に当たってきました。
道新英研は共同代表制のもとで，多彩な個性がかみ合ったすば

らしい実践研究を続けています。その息吹を全国の先生方に感じ
取っていただきたいと思います。
今回新たに導入されるアラカルト方式は，自分の “好み” で優れ

た実践を存分に学ぶことができるので，北海道の先生方も全国の
先生方に学ぶべく期待をふくらませています。この新しい試みに
寄与するために道新英研もヤング教師とベテラン教師の実践を紹
介します。中身の濃い全国の先生方のすぐれた実践交流を通じて，
英語教育について参加者全員が多角的に現状認識を深め合い，明
日を担う生徒たちが夢と希望をもって学ぶ展望を熱く語り合って
いただければと思います。
記念講演は，北海道を代表する文化人・倉本聰氏が言葉の教育

と合わせて私たちの生き方への鋭い問いかけを行います。演劇「明
日，悲別で」の感動が形を変えて伝わってくるでしょう。
トップツアーさんのご協力をいただいた小樽，富良野，白老な
どへの小旅行も充実しています。プログラムでぜひご検討くださ
い。では８月“北の大地”でお会いしましょう。

共生と協働の英語教育を
新英語教育研究会会長　瀧口 優

一昨年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，２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，自然との共生や人間の協働は忘れてはならない
テーマです。
子どもと教育をめぐっては，体罰やいじめ，あるいは虐
待など，子どもたちが生きにくい状況が多く報道されてい
ます。卒業後の進路についても夢の持てない状況もありま
す。
また英語教育をめぐっては，この４月より高等学校の学
習指導要領がスタートし，小学校から高校まで新しい指導
要領のもとで授業がすすんでいます。
しかし「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」つけることを目指している新英研に
とっては，どんな状況にあろうとも子どもたち一人ひとり
を大切にしながら授業をすすめることが基本です。今年の
第50回大会はこうした願いを再確認する場でもあります。
北海道では1986年（定山渓），2000年（札幌）と過去２

回全国大会が開催され，国際理解や海外交流の転機となっ
てきました。ヒロシマ・フクシマから発信されたメッセー
ジを北の大地北海道で引き継ぎましょう。英語教育を通し
ての自然との共生，人間の協働を語り合いましょう。

大会日程



Presentation Sessions

新英研講座 15:15～ 16:45
★小・中・高・大，それぞれの課題に取り組む授業実践から学ぼう

Ⅰ．小学校の外国語活動

森 文子（千葉・小）
わくわくドキドキ　外国語活動
　～知的な授業，楽しいイベント～
子どもたちが知っている内容だと教師の指示を聞か
なくても勝手に活動をすすめてしまう。英語の指示
や説明を聞かないとわからない活動内容にすること
が必要である。そうすることによって子どもにとって
新鮮で楽しい活動となる。

Ⅲ．中学２年の授業

羽野 祐司（大分・中）
「中だるみ」の２年生を引きつける
　～互いのかかわりを大事にしながら～
できる生徒とそうでない生徒に分かれがちな中学２
年生。英語の授業で何を学ぶのか？を大事にしなが
ら，互いのかかわりを基盤に，「わかる授業」を目指
した授業実践。

Ⅴ．高校の授業（やさしい教科書）

西田 陽子（京都・高）
日々の授業に時々スパイス　その２
　～いかに生徒を動かすか～
2010年に続き再びの担当です。英語が苦手な生徒を
相手に，同僚と歩調を合わせつつ教科書をどう料理
し味つけをするか。転勤してICTにも初挑戦。授業の
幹と枝葉，両方語ります。

Ⅶ．大学の授業

菊地 恵子（埼玉・大）
学びは一生　主役はあなた！
　～いろいろあるね　外国語の学び方～
大学では，テストや出世のためでなく，自分の人生を
豊かにする自律的な外国語の学びを身につけてほし
い。平和や人権，環境，原発等を題材に，メディア
や協同学習も活用する授業例。

Ⅱ．中学１年の授業

柏村 みね子（東京・中）
枠よりワクワク！ 
言葉と心のキャッチボール
　～ことばに向き合う姿勢を育てよう～
最近は授業規律を教えるのに一年がかり，それでも，
自己表現・ノート指導・ペア学習やイベントなどを
通じてワクワクを大事にした授業に挑戦中です。み
なさんで語りましょう！

Ⅳ．中学３年の授業

糸山 祐士・糸山 京子（福岡・中）
You Are the Future
　～３年生と一緒に作る授業～
２人ともここ何年も中３の授業を担当。授業作りのこ
だわりや英語の歌・Peace Crane・Group先生・Card
活動・自己表現活動等を通した生徒の様子を紹介し，
Digital教材の活用についても取り上げます。

Ⅵ．高校の授業（比較的難しい教科書）

奥西 正史（奈良・高）
感じる・考える・沁みる教材の
創造を！
　～英語通信と図表化の力～
34年暮らした教場からの遺言と遺物―動詞活用形
を決める４次元サイコロ，句動詞モデル一覧表，そ
して英語通信。どの教科書にも載らないreading/
writing教材の発掘と新作も披露する。

場所：キリンビール園新館アーバン店　
　　　（南３西４ アーバン札幌ビル７～８F）
TEL：011-207-8000
費用：3,000円
　　　（ジンギスカン食べ放題・飲み放題）
収容人数：350人（申込順優先）　
※地酒など持ち込み不可

レセプション 18:30～ 20:30
★ 50回大会を記念して，祝杯をあげましょう！

会場：かでる2·7

8月2日（金）



Presentation A la carte

実践レポート アラカルト

今野量介（北海道・高）

商業高校の
英語授業
～「できない」壁
　を乗り越える～
英語をなるべく多く使
う授業にシフトしまし
た。
その壁を一つひとつ
乗り越える過程を紹
介します。

A-1

西原明希（北海道・大）

外国語の教室
にシティズン
シップ教育を
多文化理解教育で「市
民」を育てる授業作り。
中・高の教員を経て，
今は教職志望の大学
生と共に考える課題
です。

B-1

大栗健二（埼玉・中）

厳しさと愛と
ロマンを求めた
37年の
英語教育
All in Englishの授業か
ら，自主教材による自
己表現を経て，最後
に「４人班」の共同学
習にたどり着いた実践
報告と問題提起。

金野好峰（青森・高）

日英文カップ
リング法：
～５W１H-Chunking
で１文単位読解～
読みの下地作りとし
て，５W１Hで日英文
を対応させて分け，英
文例に日本語を当て
はめる発見的手法の
学習活動。

A-2

嶺岸陽子（福島・中）

ハッピーコミュニ
ケーション活動で
書く力もアップ
「ハッピーコミュニ
ケーション」にライ
ティング活動を組み
合わせたところ，「書
く力」もどんどんつい
てきました！

B-2

柳沢民雄（埼玉・高）

キング牧師から
VOA教材まで
～人権に注目しな
　がら～
TextもMP3音声も手に
入るVOA教材の魅力
と『コスモス』等の教
科書編集の経験を語
り，教材を参加者と創
ります。

亀井友子（神奈川・高）

原書Great Peace-
makersを使っての
自主プリント授業
国際コース高３（２年
次に１年間NZ留学）
の授業実践。ワーク
ショップ形式で授業を
体験しながら，洋書を
使う授業の可能性を
考えます。

A-3

鶴指勝雄（東京・中）

生徒も先生も
元気になる 
英語授業
～仕掛けとコツ～
多様な生徒，教師の
負担増。授業のちょっ
とした仕掛けと，先生
が元気になるコツをお
伝えし，考察できれば
と思います。

B-3

福田香里（滋賀・中）

生徒のみなさん，
君たちのがんば
りに「ありがとう」
子どもたちの力を信じ
て，「少し難しいかな」
と思うことも大胆に実
践してきた，そんなこ
とを報告したいと思い
ます。

集 団 教 材 学 力
C-1 C-2 C-3

A la carte

A

A la carte

C
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B

Poster
Session

9:00～ 10:30

14:30～ 16:00

10:45～ 12:15

12:30～ 14:15

ポスター・セッション
パネルに掲示したポスター形式の実践報告・研究成果発表。10
のポスターが展示されているオープンスペースに訪れた参加者
は，ポスター間を行き来しながら，口頭発表に耳を傾け，自由に
発表者と意見交換をします。

新英研の英知を
注ぎ込んだ分科会
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★ A,B,C各セッションから一つ。全部で３つのレポートと
　ポスター・セッションからも学べる充実の一日です。
　　 マークは，全国大会で初めて発表するレポーターです。

小川弘義（新潟・高）

学習放棄の
子どもたち
～教師の問題・
　 生徒の問題～
事例を提供します。授
業不成立や学習放棄
の生徒の問題につい
て，打開の糸口を討論
の中からつかみたいと
思います。

A-4

田邉聡子（富山・中）

「やってみたい！」
自己表現好きを
育てる
小さな工夫
ICTや仲間との学び合
い，スピーチリハーサ
ルでの「失敗体験」等，
生徒をやる気にさせる
小さな工夫をたくさん
紹介します。

B-4

中上照子（長崎・高）

長崎県の
離島での取組
中学校英語の
重要性の再認識
長崎県の離島の高校
での試行錯誤です。
アルファベットから教
え，文法を中心とした
展開で気づいた入門
期指導の重要性。

大脇みどり（岐阜・大）

英語のメッセー
ジをイメージに
表現する実践
歌・四コマ漫画など
の英文を学習教材に
利用し，最後に自分の
持ったイメージを描か
せ英語の内在化をね
らった取り組み。

A-5

浦田恭子（三重・高）

アイディアを
広げよう
～英作文指導の
　あれこれ～
きっかけは「自分が何
を書きたいのかわから
ない」という生徒の一
言。「もっと書きたい」
という気持ちをもたせ
る工夫を紹介。

B-5

坂本ひとみ（東京・大）

平和教育で
小中高大の
連携を
～Faithful  
Elephantsを中心に～
Sunshine  3 所収の「か
わいそうな象」を中心に，
平和教育の小中高大連
携について皆さんと討
論したいと思います。

西川奈代（京都・中）

Peace 
Message 
の取り組み
～中学３年間で
　育てたもの～
「平和」について調べ，
英語で発表する取り
組みを通し，生徒にど
のような力が育ったか
を生徒の作品をまじえ
ながら報告。

A-6

野崎雅和（滋賀・高）

感動教材で
生徒を揺さぶる
～２つの読み取り
　教材から～
病室での２人の男の
物語「窓」と目の移
植を受けた男性がド
ナーの家を訪問する
物語教材の読み取り
を紹介します。

B-6

福島悦子（東京・中）

自己表現で
つなげたい！
心と心
波乱万丈な学年の子
どもたちに，どうした
ら英語を好きになり，
わかる喜びを与えられ
るか試行錯誤の日々
をレポートします。

角崎祐美（広島・中）

心に響く
英語授業を
めざして
全員参加をめざし
て，普段の授業での
グループ学習から，原
爆体験記の読み取り
の道筋までを紹介しま
す。

A-7

赤松敦子（山口・高）

国際交流を通
して平和の尊
さを学ぶ
学校間の国際交流促
進団体を利用した平
和のための創作童話
やメッセージの交換と
スカイプ交流を通して
の生徒の変化。

B-7

吉浦潤次
（大阪・映像教材研究会）

映画を
Listening
＆映画を
Acting
映画の聞き取りと，一
シーンを演じるワーク
ショップ。スマホやタ
ブレット，イヤホンが
あればご用意を。

富崎千賀（福岡・中）

授業時間が
週３時間から
４時間に変わって
授業時間数は増えた
ものの，多忙化が進み
制約が多い中，新英
研で学んできた内容
の追実践などの報告
です。

A-8

小田尚子（長崎・高）

TVドキュメン
タリーを生かす
～ライティングの
　授業で～
教科書単元のテーマを
自分の問題として捉え
ていない生徒を NHKク
ローズアップ現代など
の映像の力でひきつけ
る手法の紹介。

B-8

森田康寛（富山・中）

生徒の目が輝
き，ぐんぐん
力がつく授業
の大技・小技
生徒の口から自然に英
語が飛び出す帯学習
（Power Up Skit）の紹
介・体験に始まり，生
徒の目が輝く教材を紹
介します。

遅れがち 平 和 自己表現 歌・映画 授業づくり
C-4 C-5 C-6 C-7 C-8

北海道バザール！同時開催
ポスター・セッションと同じ時間，

同じスペースです。

★ポスター・セッション発表者募集
ポスター・プレゼンテーションをしてみませんか？
大会ホームページから募集要項をご覧頂けます
（６月末日締切）。
全国大会HP　http://www5b.biglobe.ne.jp/~st3216/index.html

会場：市立札幌大通高校

8月3日（土）



新英語教育研究会総会 17:15～ 19:00
会員の皆さん，各地の支部・サークル活動に学び，新英研活動の今を知り，
未来を語り合いましょう！

Sale & Exhibits

北海道バザール 12:30～ 14:15

新英語教育研究会関連
海外研修

─参加者募集─

★この機会ならではのテーマ別分科会

テーマ別分科会 9:00～ 11:00
１．日本の先住民族アイヌの豊かな口承文芸を英語で学ぼう
Peter Howlett（プロジェクトウエペケレ代表　函館ラサール高校教諭）
大脇徳芳（プロジェクトウエペケレ　少数民族懇談会顧問　元高校教師）
プロジェクトウエペケレはアイヌ民話を英語に翻訳し絵本として出版する活動を行っています。

４．「ひとごと」ではない福島の現状　
　　原発事故から２年半，子どもたちは？その環境は？
二階堂次男（福島・元中）
東京電力福島第一原発事故による福島県民の日常生活・産業・文化・教育…自然破壊。県内外への避難者は15万人超。その
中で子どもたちはどう悶え，どう生きようとしているのか。

２．小林多喜二とタコ部屋，作家をめざす前の生い立ちを学ぶ
小松　豊（元中学教師，札幌郷土を掘る会・民衆史道連）
多喜二は，過酷な労働を強いられたタコ部屋労働者を目の当たりにしながら20代前半までを過ごしました。生い立ちや母との
関係をたどり，彼の心情がどのように育まれたかを探ります。

３．ウガンダ～大通高校 Heart ♥ Project
山岸育美（内閣府認証NPO法人Peace代表）
音楽を通じてウガンダのエイズ孤児を支え続ける札幌発の活動の輪に，大通高生が加わりました。一方向の支援ではなく，高
校生たちも「心の在り方」を子どもたちから受け取りました。

北海道でしか，
新英研でしか
手に入らない，
そんな出会いが
待ってますよ～

新英研の会員が創意工夫をこらした自主教材に出会える教材交流の場です。
出店希望の方は大会ホームページをご覧ください。（６月末日締切）

ケニア　スタディツアー
期日：2013 年８月８日（木）～ 16日（金）　
場所：ケニアのカイモシ農場（長田寿和子さん運営）
内容：農作業見学と現地学校生徒との交流
費用：約 23万円（航空券・３食付）　　募集：５名　　企画：新英研国際部
問合せ：奈良（e-mail: ever.onward.nara@aroma.ocn.ne.jp）

8月3日（土）

8月4日（日）

会場：市立札幌大通高校

会場：市立札幌大通高校



現地実行委員会厳選の３コース！
富良野が，登別があなたを待っています！

A． 小林多喜二ゆかりの地を巡る小樽日帰りツアー
●旅行代金：４,200 円（税込）
●最小催行人員：20名
●その他：バスガイド又は小樽文学館の学芸員が乗車します。

今年は小林多喜二生誕110周年，没後80周年に当たります。
日本のプロレタリア文学の代表的な作家である多喜二の足跡
をたどります。テーマ別分科会に参加した上で，ツアーに参
加することをお勧めします。

B． 倉本聰ゆかりの地富良野と富良野演劇工房
を体験１泊２日コース

●旅行代金 ：３名１室　おひとり＠19,800円（税込）
 （繁忙期の為，２名・１名１室利用はご遠慮ください）

●最小催行人員：25名（定員40名）

記念講演の講師である倉本聰氏のゆかりの地「富良野」を満
喫しましょう。富良野GROUPコミュニケーションプログラム
とは…倉本總が26年に渡り富良野塾で培ったコミュニケー
ションや自己表現の方法論を体験できるプログラム。一般に
は公開されていないプログラムですので，この機会にどうぞ。

C． 登別温泉とアイヌの歴史に触れる 
１泊２日コース

●旅行代金 ：４名１室定員利用　おひとり＠16,800円（税込）
　ツイン＋＠２,000円，シングル＋＠７,000円
●最小催行人員：25名（定員40名）　 
●食事　２回

白老のアイヌコタンを訪れるツアーです。知里幸恵「銀のしず
く記念館」を訪れます。アイヌで初めてアイヌの物語を文字化
した『アイヌ神謡集』の著者として知られ，19歳という短い生
涯ではあったが，アイヌとしての民族意識と誇りをしっかりと
持ち，アイヌ語を伝えるという使命を果たした。テーマ別分
科会に参加した上で，ツアーに参加することをお勧めします。

ワークショップ 9:00～ 11:00

オプショナル・ツアー 13:00～

７．授業づくりの理論を鍛え，技術を磨く
　　～深いことを愉快に教える～ 海木幸登（富山・元高）
優れた授業は豊かな理論から生まれ，楽しい授業は多彩な技術から生まれる―そんな考え方に立ち，技術の世界と理論の世界
を行ったり来たり。授業力がアップする楽しい講座です。

５．児童の好奇心とスキルを大事にする授業 島　幸子（山口・大）
小学校での英語活動において，私は授業の中で児童の目を輝かせることと，きちんとしたスキルを伝えることに重点を置いて
きました。分科会ではその具体的な方法をレポートします。

８．困っているのはダレでしょう？ 
　　～発達障碍がある子への教室での配慮～ 齋藤理一郎（群馬・高）
先生方が「困ったなぁ…」と思う子たち。実は，一番困っているのは子ども自身かもしれません。発達障碍がある子たちに学び
の機会を！一緒に適切な支援を考えましょう。

６．中３の人気メニューで英語の授業をハッピーに！
　　～英語がわかる８時間，リプロダクション，映画を使って～ 安野寿美（東京・中）
今年の３月に卒業した生徒の授業アンケートで「心に残った授業」として評価の高かったものを模擬授業で再現します。中３
に戻った気分で参加してください。

フィリピン　ピース・スタディツアー
期日：2013 年８月 12日（月）～ 18日（日）
場所：フィリピン・ネグロス・バコロド市
内容：コミュニティ訪問および非暴力コミュニケーションワーク
費用：８万円（航空券別）
募集：６名

企画：トランセンド研究会
　　　　http://www.transcendjapan.net
　　　AGEnT グローバル英語教育研究会
　　　　http://globalenglishteaching.jimdo.com
問合せ：淺川（e-mail: kasan@mac.com）
参考：これまでの記録など　http://pheng.jimdo.com

8月4日（日）
会場：市立札幌大通高校



大会参加について

① 参加費
〈全日程参加〉
教員8,000円　一般・非常勤教員4,000円　学生1,000円
（会員は7,000円）
〈1日参加〉
教員4,000円　一般・非常勤教員2,000円　学生500円
〈記念講演のみ〉 1,000円
※参加申込み後の取消しの場合でも，参加費の返却は
できません（その際は大会資料を郵送します）。

② 宿泊のご案内
■ 宿泊ホテル
　会場付近３ヶ所のホテルにて特別料金でご用意致し
ます。
■ １泊宿泊料金（１名１室利用，１泊朝食付き）
８月１日（木）～４日（日） 
・ロイトン札幌 ＠8,500円
・東京ドームホテル札幌 ＠7,900円
・札幌すみれホテル ＠6,500円
　　宿泊日の20日～８日前迄 . . . . . . . .無料
　　７日前～前々日迄 . . . . . . . . . . . . . . 20%
　　宿泊前日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
　　当日・無連絡 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%

③飛行機セットプランのご案内
　飛行機でお越しの方には，「旅割」等をセットした組
み合わせプランをご用意いたします。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ございます。尚，お手配には１
区間＠525円の取扱い手数料を申し受けます。

④ 昼食（お弁当）のご案内
　北海道らしい内容のお弁当（お茶付き）を，３日間内
容を変え毎日２種類ご用意いたします。
・８月２日（金）  たこわっぱめし @900円
 蟹の華 ＠1,100円
・８月３日（土）  幕の内 ＠800円
 海鮮七福弁当 @1,200円
・８月４日（日）  十勝豚丼 @800円
 ふるさと幕の内 ＠1,100円
（新千歳空港“空弁”で好評な札幌バルナバフーズ製造です）
※取消・変更は前日12:00迄にご連絡をお願いします。
　それ以降のお取消しの返金はできません。

⑤ 駐車場のご案内
　会場には駐車場はございません。
　公共交通機関をご利用ください。

⑥ 保育所のご案内
〈保育お預かり時間〉
・８月２日（金）……12:00～ 17:30
・８月３日（土）…… 8:30～ 16:30
・８月４日（日）…… 8:30～ 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・教具代が含まれます。その他，施
設入場料，交通費が必要な場合は実費を頂きます。
※昼食時間は保護者の責任にてお願いいたします。

⑦ その他
■出張依頼状が必要な方は，下記までご請求ください。
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
■大会に関するお問合せ先
現地実行委員会：大口雅也（現地大会事務局長）
〒059-2418
住所 : 北海道新冠郡新冠町西泊津13-48
TEL : 090-1529-2401
E-mail : guzzi422@mac.com

⑧ 参加申込みについて
・参加希望の新英研講座，アラカルト，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。

・お申込みは，別紙の「大会参加申込書」に必要事項
を記入し，トップツアー㈱札幌支店（担当：大羽）へ
FAX又は郵送でお申込みください。

※申込書は大会HPよりダウンロードもできます。
　申込書の受付後，「各種予約確認書」「請求書」などを
郵送致します。（各書類は，当日必ず持参願います）
　上記書類が届きましたら，期日までに指定の口座へ振
込みください。尚，お振込手数料は各自ご負担下さい。

申込締切日：7月19日（金）

※ 締切日以降の申込みについては，下記トップツアー㈱
札幌支店までご連絡ください。

トップツアー株式会社　札幌支店　担当 /大羽（おおば）・浅岡・栗原
〒 060-0051 札幌市中央区南 1条東 1丁目 3　パークイースト札幌 7階

Tel: 011-221-0821　　Fax:  011-222-4357　　E-mail: hideki_oba@toptour.co.jp

キ
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※通信欄 

送付先 ： トップツアー株式会社札幌支店　大羽宛 受 付 日 受 付 番 号

FAX ： 011-222-4357
新英語教育研究会  第50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

〒（　　　 　－　　　 　）

自宅

電話
FAX

（　　  　　  ）　　　 　－
（　　  　　  ）　　　 　－

E-mail
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

8月2日（金）

8月1日（木）
ロイトン札幌
東京ドームホテル札幌
札幌すみれホテル

8月2日（金）
ロイトン札幌
東京ドームホテル札幌
札幌すみれホテル

8月3日（土）
ロイトン札幌
東京ドームホテル札幌
札幌すみれホテル

8月4日（日）
ロイトン札幌
東京ドームホテル札幌
札幌すみれホテル

8月2日（金） 8月3日（土） 8月4日（日）

8月2日（金） 8月3日（土）

往路  （　 　）月（　　 ）日　新千歳空港　着時間（　 　：　　 ）
復路  （　 　）月（　　 ）日　新千歳空港　着時間（　 　：　　 ）

8月4日（日）

8月3日（土） 8月4日（日）

レセプション 参加 不参加

大会参加日程

参加希望講座
及び　分科会

弁当注文
(お茶付)

宿泊の希望
シングル

保育希望
1人1日　2,000円

オプショナルツアー
8月4日（日）希望

飛行機セットプラン

新英研講座 アラカルト テーマ別分科会／ワークショップ
Ⅰ．小学校の外国語活動
Ⅱ．中学1年の授業
Ⅲ．中学2年の授業
Ⅳ．中学3年の授業
Ⅴ．高校の授業（やさしい教科書）
Ⅵ．高校の授業（比較的難しい教科書）
Ⅶ．大学の授業

アラカルト A ─ 【　　　】
テーマ別分科会
ワークショップ

【　　　】

アラカルト欄にチェックを入れ，
番号を必ずご記入ください。

アラカルト B ─ 【　　　】

アラカルト C ─ 【　　　】

参加

申込む

発着空港名 ： （　　　   　　　　）

参加

①小林多喜二ゆかりの地を巡る日帰りツアー

②倉本聰ゆかりの地富良野と富良野演劇工房を体験する1泊2日コース

参加 ③登別温泉とアイヌの歴史に触れる1泊2日コース

たこわっぱめし＠900円 幕の内＠800円 十勝豚丼＠800円
蟹の華＠1,100円 海鮮七福弁当＠1,200円 ふるさと幕の内＠1,100円

お子様のお名前
特別な支援が必要な場合の具体例やアレルギーなど：



交通のご案内
【新千歳空港から札幌駅】
● JR新千歳空港～札幌駅
 エアポートライナーにて
 （所要）約36分
 （運賃）1,040円

● 新千歳空港～札幌駅前
 高速バス新千歳空港線
 （所要）約１時間10分
 （運賃）1,000円

会場のご案内
【かでる２・７】
札幌市中央区北２条西７丁目 道民活動センタービル 
● JR札幌駅より徒歩12分
● 地下鉄　さっぽろ駅（10番出口）徒歩７分
 大通駅（２番出口）徒歩９分
 西11丁目駅（４番出口）徒歩10分

【市立札幌大通高等学校】
札幌市中央区北２条西11丁目
● JR札幌駅より徒歩18分
● 地下鉄南北線さっぽろ駅より大通駅（乗換）
 札幌地下鉄東西線西11丁目駅（所要約10分）
 西11丁目駅より徒歩５分

ホテルのご案内

【ロイトン札幌】
〒 060-0001
北海道札幌市中央区
北１条西11丁目１
Tel: 011-271-2711
Fax: 011-207-3344

http://www.daiwaresort.jp/royton/

【東京ドームホテル札幌】
〒060-0042
札幌市中央区大通西
８丁目
Tel  011-261-0111
Fax 011-261-5650

http://www.tokyodome-hotels-
sapporo.com/

【札幌すみれホテル】
〒060-0001
札幌市中央区北１条
西２丁目
（時計台東隣）
Tel  011-261-5151
Fax 011-261-5159

http://www.sumirehotel.co.jp/

ＪＲ札幌駅

ＪＲタワー

テレビ塔

ステラ大丸

北
海
道
庁

時
計
台

東急

札幌中央署

大通公園

北大植物園

札幌高等
裁判所

ヤマダ電機

地下鉄
大通駅

東京ドームホテル札幌

8月2日会場

8月3, 4日会場

札幌すみれホテル

札幌大通高校
かでる2･7

ロイトン札幌

地下鉄
西11丁目駅

アスティ
45

グランド
ホテル


