
◇本欄の情報原稿の締切は掲載希

望号 (毎月14日発売)の 前月20日

です。なお,2012年 2月 号 (1月

14日発売)は 年末進行のため締切

が12月15日となります。情報には

必ず 「問合せ先」を明記 して下さ

い。

◇件名は 『英語教育』通信欄とし,
i eigokyoiku(2taishukan co jp

または

Fax103-3868-2644

までお送 り下さい。

◆ ア ゴス ・ジャバ ン TOEFL

』 T特 別セ ミナー 「TOEFL

指導のプロフェッシ ョナルが

核心に切 り込む !」

日時 12月 15日(木)18:00～20:00

場所 ア ゴス ・ジャパン渋谷校

内容 「TOEFL iBT概 要 お よび

Writingセクション指導の実例J

松園保則,「Spcaltingセクシ ョ

ン指導の実例J Lancc Morrcau

対象 英 語教育または国際交流に携

わる教職員

参加費 無 料

参加特典 TOEFL iBT対 策講義ビ

デオをDVDで 無料進呈

詳細情報 http://blog agos co jp/
news/cnt騨 /2011/11/021747

問合せ ア ゴス ・ジャパン 立 山 ・

佐 木々 6033463-1343,図jsch
001@agos.cojp

◆IRICEの 催し
,第 8回 島岡丘博士の英語発音資

格講座

日時 12月 17日(上)14:00～16:00

場所 東 京家政大学

講師 島 岡 丘 (筑波大名誉教授),

乾 隆 (東京家政大),藤 原弥生

(東京国際大),田 中ケアリー (武

蔵野大)

参加費 1,500円

>第 207回 月例研究会

日日寺 12月 17日(L)16:30～ 18:00

場所 同 上

内容 「日本人の英語発音における

方言の影響」加藤 希 (麗澤大),

「先行文位相のコピーによる動詞

句削除分析」根本貴行 (東京家政

大)

参加費 1,000円

問合せ 事務局 図lricc20 11@ya
hoo.cojp

◆英語授業研究学会 関 西支部
第203回例会

日時 12月 17日(上)15:00～17:30

場所 大 阪教育大学附属天王寺中 ・

高校

内容 研 究実践発表
“
Considering

JTEs' Conducting of All Eng―

1lsh Lcssons"佐藤臨太郎 (奈良

教育大),ア イディアコーナー

「ライミングとアリタレーション

を取り入れた授業実践」坂口典子

(開智中),ビ デオによる授業研究

と研究協議 「『発問』で多様性を

作る教科書本文の理解-3年 間の

到達目標をもとに (中2)」宮崎

貴弘 (神戸市立吉田中)

参加費 700円  学 部学生500円

詳細情報 http://www.eijukcn―
、vcst.con1/

間合せ 加 賀田 (大学 谷 07297ト

3520)

◆第 115回東 ア ジア英語教育研

究会

日時 12月 17日(上)15:30～17:30

場所 西 南学院大学 1号館

内容 「母語を活用したライティン

グの指導と評価―EGPか らEAP

へJ国 地野 彰 (京都大高等教育

研究開発推進セ ンター)・高橋

幸 (京都大高等教育研究開発推進

機構)。金丸敏幸 (京都大)・細越

響子 (以下 3名 ,京都大大学院)・

渡 寛 法 ・加藤由崇

問合せ 久 留米大学附設高 ・田久保

千之  60942-44-2222

◆津田塾大学千駄ヶ谷キャンパ

ス大学院文学研究科英語教育

研究コース 冬 期公開講座

日時 12月 23日(金)。24日(上)。26

日(月)。27日(火), 各 国10:30～

12100

場所 津 田塾大学千駄ヶ谷キャンパ

ス ・津田ホール

内容 23日 :“Deforestation and

Doraemoni lntegrating Four―

Skllls and Convcrsation Class―

cs"Pctcr J.Collins(東海大),

24日 :「テス トは授業を映す鏡―

4技 能を測るテス トJ田 日 徹

(千代田区立九段中等教育学校),

26日 :「積み重ねればここまでで

きる一基礎基本から表現活動ま

で」蒔田 守 (筑波大附属中),

27日 :「英語を楽しもう-4技 能

フル活用 !J赤 池秀代 (浦和明の

星女子中 ・高)

定員 60名 (先着順 ・要予約)

参加費 1日 :2,000円, 4日 間 :

7,000F可

申込み方法・詳細情報 http://www

tsuda.acjp

申込み ・問合せ 津 田塾大学千駄ヶ

谷キャンパス事務室 谷 033402

7333

◆語学教育研究所

2011年度冬期講習会

日時 12月24日(上)。25日(日)

10i00-16:25

場所 東 京家政大学板橋キャンパス

内容 24日 :「学習者の意味理解修

正ミスから学ぶ辞書検索J磐 崎弘

貞 (筑波大),「クリティカルシン

キングと英語教育-4技 能を超え

た言語教育J山 田英雄 (かえつ有

明中高),「プログクション活動を

授業に取り入れよう 1(中学lin)J

本多敏幸 (千代田区立九段中等教

育学校),25日 :「英語音声指導の

重要性 :コ ミュニケーション中心

の英語学習をみすえてJ御 因和夫

(関東学院大),「英語教師のため

のデジタルテクエック紹介」淡路

佳昌 (東京学芸大附属世田谷中),

「言語テス トの役割と働きJ渡 部

良典 (上智大)

参加費 1日 につき10,000円 学 生

3,000Fl

詳細情報 llttp:〃www,lrlt.orjp/

問合せ 事 務局 谷 0338189648
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