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
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第54回全国大会 東京大会
子ども・教師が希望と自信をもてる英語教育を！
主催▶新英語教育研究会
とき▶ 2017

後援▶東京都・茨城県・ 群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県各教育委員会

年 ８月５日（土），６日（日），７日（月）
会場▶東京・立正大学  品川キャンパス （会場の詳細は申込書裏を参照ください）

８月５日（土）
開会行事

13:45 〜15:15
記念講演
講師：平田 オリザ 氏

12:30 〜13:30

♪ミニコンサート♪

12:30 〜12:50

ゴスペル・ソプラノ歌手

わかりあえないことから

エステル あきこ さん

─ いま，なぜ，
コミュニケーション教育か ─

国立音大声楽科卒。元中学校教師。
ゴスペルソングや唱歌・歌曲を通
して，ホスピスや被災者の人々に
愛とやすらぎを与えている。
ピアノ伴奏：吉田 恵さん

劇作家・演出家。国際基督教大学卒。劇
団青年団主宰。大阪大学 CO デザイン
センター特任教授，東京藝術大学特任教
授，四国学院大学客員教授・学長特別補
佐。兵庫県豊岡市芸術文化担当参与。

８月６日（日）

新英研講座

15:30 〜17:00

▲従来の分科会の流れを汲む研究課題レポートです。 ➡ p. 5

1. 小学校の外国語活動 A
➡ p. 3
2. 小学校の外国語活動 B
3. 中学 1 年の授業
4. 中学 2 年の授業 A
5. 中学 2 年の授業 B
6. 中学 3 年の授業
7. 高校の授業（やさしい教科書）
8. 高校の授業（比較的難しい教科書）A
9. 高校の授業（比較的難しい教科書）B
10. 大学の授業

新英語教育研究会 総会

書籍販売

17:10 〜18:10

実践レポート・アラカルトＡ

9:10 〜10:40

実践レポート・アラカルトＢ

11:00 〜12:30

新英研 EXPO !

12:30 〜14:00

新英研 第 1 〜第 10 分科会

14:00 〜16:30

16:45 〜18:15

▲多彩で多面的な 20 の実践レポートが全国から集結 ! ➡ p. 4

▲教材展示 / ポスター・セッション / 書籍販売

８月７日（月）

テーマ別分科会 & ワークショップ

9:10 〜11:10

T1．ダイバーシティの実現を目指す挑戦─超福祉な取り組み
T2．世界と共に学ぶアイアーン（iEARN）を使った英語の授業
T3．サダコ・プロジェクトの他，体験的に学べる 7 つの充実し
たワークショップが展開されます。 ➡ p. 6，7

新英研ホームページ

http://www.shin-eiken.com

閉会行事

11:30 〜12:20

オプショナル・ツアー

13:20 〜18:00

Ａ 東京下町文化コース 下町浅草めぐり
Ｂ 歴史平和コース 靖国神社など ➡ p. 7

第 54 回全国大会ホームページ

http://2017.shin-eiken.com
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Messages
全国の英語教師，学生の皆さん！新英研大会に参加ください！
現地実行委員長 菊地 英

新しい英語教育の創造を目指して
新英語教育研究会会長 瀧口 優

第 54 回全国大会が，今夏東京の立正大学で開かれます。
10 年に一度の指導要領改訂案が３月に発表されています。英
語は，小学校で早期化・教科化が進められ，中学校では「授
業は英語で行うことを基本とする」
，語彙数が 1,200 語だった
ものが 1,600 〜 1,800 語に飛躍的に増える等，大改訂となっ
ています。
これからどうすればよいのか現場の大きな課題です。
大会のメイン・スローガンは「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」です。記念講演で
は平田オリザ氏（劇作家，東京藝術大学特任教授）に，
『わ
かりあえないことから─いま，なぜ，コミュニケーション教
育か─』という題で話していただきます。分科会は，初参加
者にも選んでいただけるようにと沢山のレポートを準備して
おります。明日からすぐに教室で役立つ実践がたくさん発表
されます。東京大会は，特に若い方々，初めての方々が参加
しやすいように，東京，埼玉，千葉，茨城，群馬，神奈川の
教育委員会から後援をいただいています。
今回の大会は，関東各都県の役員で実行委員会を作り，仕
事を分担して進めています。700 名以上の参加で大会を成功
させたいと思っています。そのためたくさんの「大会サポー
ター」を募集中です。参加者を増やすことにぜひご協力くだ
さい。
全国の英語教師，学生の皆さん。東京大会にふるって参加
してください！

１．子どもの最善の利益を基本に
新英語教育研究会（新英研）は 1959 年に創立されて以来，
一貫して英語教育は人間教育であるとの理念のもとに，研究
と実践を重ねてきています。常に子どもの心に寄り添って，
全ての子どもたちに英語を学ぶ喜びと平和な末来をひらく
力をつけることが基本にあります。
「子どもの権利条約」が
1989 年に国連で採択されましたが，英語教育も条約の趣旨
を踏まえた内容が求められています。新英研はこの「子ども
の権利条約」の心を大切にしています。
２．
「主体的・対話的で深い学び」とは
3 月に学習指導要領が改訂され，その中で「主体的・対話
的で深い学び」が随所に強調されています。そのこと自体は
とても大事ですが，それを実現するためには教師自身が「主
体的・対話的で深い教え」ができなければなりません。残念
ながら現状では過労死を招く勤務時間の中で，主体性も，対
話も，そして深い教えもできないでいます。
３．東京で会いましょう
小学校英語の教科化と英語活動の低学年化，中学校英語の
高度化など，現場で対応しきれない課題がたくさんあります。
今年の大会は東京の立正大学で開かれますが，新しい指導要
領にどう対応するかを含めて，英語教育のあり方を一緒に考
えようではありませんか。全国から実践を持ち寄って学び合
いましょう。

Timetable

８月５日（土）
9:00
10:00
10:30〜11:30

11:00
12:00
13:00

開会行事 / 基調提案

14:00 13:45〜15:15 記念講演

17:00
18:00

15:30〜17:00

受付

8:30〜

9:10〜10:40

アラカルト A

9:10〜11:10 ワークショップ
テーマ別分科会

11:00〜12:30

アラカルト B

受付

18:00〜18:20

運営委員会

18:30〜

ブロック交流会

11:30〜12:20

閉会行事

12:20〜
昼食
昼食
12:30〜14:00 新英研 EXPO !
（教材展示 / ポスターセッション / 書籍販売）
13:20〜18:00（予定）
分科会

新英研講座

17:10〜18:00 アラカルト・分科会打合せ
17:10〜18:10 書籍販売

19:00

８月７日（月）

8:30〜

14:00〜16:30

15:00
16:00

８月６日（日）

全国常任委員会

11:30〜12:00 全国委員会
受付開始（昼食）
11:45 〜
12:00〜12:30 講座打ち合わせ
12:30〜13:30

大会日程

16:45〜18:15

新英研総会

18:30〜19:00

研究者集団の会

19:10〜19:30

運営委員会

オプショナル・ツアー
A

東京下町文化コース

B

歴史平和コース

＊両コースともバスで移動。
詳しい方に案内して頂きます。
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８月５日（土）

新英研講座
★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
1．小学校の外国語活動 A

「自己決定する」ということ

─支援学級の英語授業─井深 晴夫（岐阜・小）

2．小学校の外国語活動 B

ルーブリックで小学校英語の指導を
髙橋 まり（東京・大）
改善
3．中学１年の授業

ペアで生き生きし，辞書引きで創造性を
棚谷 孝子（神奈川・中）
伸ばす英語学習
４．中学２年の授業 A

英語でつながる世界平和

─日々の授業実践から─ 松口 ますみ（長崎・中）

５．中学２年の授業 B

楽しく力がつく授業をめざして

─35 年間の実践報告─ 赤坂 正志（鳥取・中）

6．中学 3 年の授業

自己表現活動で，コミュニケーション
尾張 至伸（青森・中）
能力の基礎を作る
7．高校の授業（やさしい教科書）

授業づくりの腕を磨く─ふかいことを

ゆかいに！─

海木 幸登（富山・高専）

8．高校の授業（比較的難しい教科書）A

英語嫌いに効くクスリ─生徒も先生も

授業が楽しい！─

出水田 隆文（鹿児島・高）

9．高校の授業（比較的難しい教科書）B

15:30 〜17:00

Ｆ君は，支援学級の 6 年生。彼と私の２人だけ
の英語授業。参観した指導課長さんに，“How
are you?” とノリノリなＦ君。何を「自己決定」
したのかな？
大学で学生達に小学校英語指導法を教えていま
す。講座ではワークショップ形式で共に学びなが
ら，授業改善に向けたオリジナルルーブリックを
作ります。
入門期の生徒たちに英語特有の文構造と語彙を
丁寧に教え，活用させるとともに，ペア，グルー
プでの学び合いを励まし，個の創造性を伸ばす
英詩作りに取り組んだ。
2 年最大の校外行事「修学旅行」
（広島）で，生
徒たちの目がキラキラ輝いた 30 分間。その取り
組みを中心に，特別ではない，日々の授業実践の
様子を紹介します。
遅れがちな生徒でも楽しめる活動，既習表現の
定着をはかる帯活動，協同の風土を育てる手法，
50 分間授業に集中させる手法，授業外の活動等，
全実践の報告です。
帯学習の会話活動，Paragraph Writing，Speech，
Discussion，Debate を通して培われる英語の
コミュニケーション能力とは？
すぐれた理念・理論と多彩な技術─２つの世界
をいったりきたりしながら，
「居場所」と「出番」
そして「成長」のある授業づくりの力を磨きます。
ぜひご一緒に！
英語好きの生徒を育てるために活用できる授業
の技，心構えなどを具体例とともに紹介します。
指導困難校から進学校まで幅広い実績に基づい
たヒントを紹介します。

田中 容子（京都・高）

コース間の “ 学力差 ” にもかかわらず学年全体で
難しめの同一教科書を使う授業。生徒たちが授
業で理解と納得を経て表現活動で変容していく
様子を報告します。

ソフト CLIL でジェンダー問題を
吉原 令子（東京・大）
教える

ソフト CLIL（Content & Language Integrated
Learning）を使って 90 分×４回でジェンダー問
題を教える実践を紹介し，Feminist Teaching
の可能性について議論する。

わかることが意欲を育てる─自己表現
への意欲が学ぶ力に─

10．大学の授業
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実践レポート・アラカルト A & B
9:10 〜10:40

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

８月６日（日）
11:00 〜12:30

主体的な学びで思考を深める「協働学習」

みんなで取り組む自己表現とその評価

協働学習実践のポイントを紹介。リスニングの模擬
授業を通して仲間と学ぶ愉しさを実感してください。

週 2 回の授業で同僚と協同しながら英文日記やスピー
チ等に取り組み，評価まで持っていった実践報告です。

英文法ルターの提案 教科書・試験問題篇

台湾修学旅行─学校交流 Presentation の試み

「アクセント・発音問題はグループにして提示する」
「the
序数詞を 1 〜 31 まで載せる」などを提案します。

台湾修学旅行として初めての学校交流，日本の高校
生の一日を英語紙芝居で紹介する。果たして結果は？

戦争を知らない教師がもっと知らない子らに

英文法定着を目指すおもしろ絵カード作り

戦場の「前夜」に佇む学生に，英語の授業が出来る
こと。アレン講演を Text 化し DVD を制作するまで。

ペア・グループ活動で，英語の学習意欲を高め英文法
定着のために，
色鮮やかなカードを作ってみませんか !!

高校英語授業を知的にしたい！

多読授業を成功させる Magic Key とは何か？

単なる内容理解を超えた，思考力を育む授業づくりには
どんなタスクが必要なのか？一緒に考えてみましょう。

高専の「英語表現」で百万語多読方式の授業を実践中。
多読ソムリエとして，その喜怒哀楽を紹介します。

テンポよく，力をつける授業とは！

どの子も「できた」と思える授業をめざして

ワードマラソンという新出単語導入の活動から，本文の
暗記・要約まで，日常の授業で力をつける方法を紹介。

自信が持てない子どもたちに，
協同学習など「できた」
と達成感を感じさせる授業作りに取り組みました。

私の 50 分〜わくわくを探せ〜

震災が変えた，被災地の英語教育

皆さんに生徒になっていただき､ 普段の中 1 の授業の様
子を紹介します。わくわくを探しながらご参加ください。

東日本大震災と，それに伴う原発事故の影響で避難生
活を強いられた子供たちとの 3 年間の取り組みです。

学び直しの生徒たちとともに

ポートフォリオで「やる気」を可視化

2 学期になって荒れだした習熟度基礎クラスの生徒たち。
悩みながら関わる中で生徒たちがどう変わったかを報告。

英語学習の達成目標を共有し，自己評価と振り返りから
授業を創造していくポートフォリオ活用を紹介します。

福島から発信！修学旅行で福島からのメッセージ

よりよい授業をめざして

修学旅行のテーマは発信力。自分たちのふるさと福島
を伝える，学年やグループでの取り組みを報告します。

歌・自主教材・協同学習・自己表現・語彙指導・文法指
導の取り組みを紹介し，よりよい授業について考えます。

英語で PEACE 〜授業の中でできること〜

英語と道徳の授業で「紛争解決」を考えた

「テロ被害者遺族の手紙」やボブ・ディランの歌等を授
業で扱い，平和や人権について生徒と一緒 に考えました。

「鬼退治したくない桃太郎」を通して「紛争の平和的解決」
をクラスで考え，学芸発表会に向け取り組んだ過程を紹介。

小学校教育としての小学校英語実践の工夫

協同的・芸術的に。自由への教育を目指して

小学校教育が，英語教育の下請けになってはならない。
小学校教育ならではの英語教育の在り方を論じる。

小中高生を対象にした協同学習や芸術的な活動を取り入れた
英語授業を紹介します。〜愛・感動から “I Can Do!” へ〜

津田 ひろみ（東京・大）

和田 さつき（京都・高）

奥西 正史（奈良・中高 , 大阪・大）

山本 孝次（愛知・高）

成田 茂樹（青森・中）

大口 雅也（北海道・中）

間賀田 一江（東京・高）

嶺岸 陽子（福島・中）

鈴木 奈尾子（長崎・高）

成田 潤也（神奈川・小）

西田 陽子（京都・高）

山口 良二（静岡・高）

檀上 小百合（広島・中）

弘山 貞夫（愛知・高専）

高瀨 翔太（大阪・中）

松本 涼一（福島・中）

齋藤 理一郎（群馬・高）

田中 渡（埼玉・高）

高草木 直子（東京・中）

大西 里奈（滋賀・塾講師）

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10
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８月６日（日）

新英研分科会
12:30 〜14:00

新英研 EXPO !
新英研で生まれた教材，毎日
の実践で使用しているワーク
シート，おすすめの教材など
の紹介や展示，実践・研究成
果のポスターセッションによ
る発表，そして教育書店から
の情報などが満載の新英研
EXPO ! を開催します。 昼休
みのひととき，様々なアイデ
アや工夫，教材，そして全国
各地の実践者，研究者と交流
して，リフレッシュを！

Join us
in Shin-eiken
EXPO 2017!
新英研 EXPO ! に
出展団体・個人の募集
あなたも個人や団体で，教材
紹介や展示・ポスターセッショ
ンをしてみませんか。新英研
ウェブサイトから募集要項を
ご覧いただけます。6 月末日
までに大会 HP からお申し込
みください。

14:00 〜16:30
第 1 分科会

教科書 / 教材 / 自主教材

卒業前にマララから学ぶ
〜読みとりを深めて〜
第 2 分科会

読み取り

歌詞の読み取りー行間を
読むための発問とは
第 3 分科会

第 4 分科会

16:45 〜18:15

新英研総会
新英研の活動内容，全国各地
の活動状況などを交流し，英
語教育運動のこれからを語り
合います。新英研の実践と仲
間を地域で広げていく手立て
をみなさんで共有しましょう。
年に 1 度の総会で大いに語り
合いましょう。

第 9 分科会

第 10 分科会

入門期の指導

小学校だって（だから）
できる！笑顔の活動

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

太田 昌宏（富山・中）

自己表現をめぐっての問題意識の変化を
軸に「即興性の保証」
「深く豊かな自己
表現」を目指した実践の報告です。

平和 / 環境 / 人権

英語紙芝居 DVD で水爆
被災を世界に知らせる

土屋 知代（滋賀・中）

英語学習に対する意欲の低い生徒が，少
しでも顔を上げて授業に参加できるよう
にするための工夫。

自己表現 / 表現力

自己表現に即興性と
深さを

伊藤 紳一郎（茨城・中）

教科書や，教科書以外の題材を扱った実
践の紹介。生徒の意識調査を分析し，そ
の有用性を探ります。

遅れがちな生徒と共に

誰もが参加できる授業を
目指した取り組み
第 8 分科会

荒木 好枝（東京・中）

教員生活 37 年間をふりかえり，子ども
たちの英語の学力をつけるために行った
実践を報告します。

学習集団 / 協同学習

さまざまな題材を使った
協同学習の授業実践
第 7 分科会

萩原 一郎（神奈川・高）

単語の読み方の指導から，英語劇や英語
暗唱発表大会の応用編まで 38 年間のす
べてをお伝えします。

学力と評価

子どもたちの瞳の輝きを
追い続けて
第 6 分科会

松ノ井 真木子（東京・高）

生徒自身による文法解説，スクープ記事
作成，即席会話練習など生徒自らが頭を
働かせて行う授業の実践報告です。

音声

高校生への音声指導
あれこれ
第 5 分科会

米蒸 健一（埼玉・中高）

英語の歌を一つの教材として位置づけ，
歌詞の世界をイメージさせる実践報告で
す。

英文法

学び合い，アクティヴな
英語表現の授業

羽野 祐司（大分・中）

“Education First: Malala’ s Story” の
オーラルイントロダクションを通して読
みとり・リテリングそして意見交流へ。

粕谷 たか子（静岡・元高）

第五福竜丸無線長久保山愛吉・すず夫妻
の苦悩と勇気の物語。朗読した静岡新英
研による授業報告とワークショップ。

妹尾 恵理子（広島・小中）

4 つの小学校での実践例。
「親友チャン
ツ×英語狂言×イギリスからの手紙」を
映像と共に紹介します。

C8

C9

C10
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ワークショップ

W1

W2

W3

W4

9:10 〜11:10

８月７日（月）

阿部 始子（山梨・東京学芸大学）

「世界の行事」
「世界で活躍するヒーロー」をテーマに，子どもたちが「英語を通して世界を
見つめる」ための小学校英語の授業を，ご一緒に考えてみませんか。

中学校

見捨てない，諦めさせないことを信条に

市村 香代子（東京・元小平市立上水中学校）

少人数習熟度別授業の中でも，遅れがちの子に意欲をもたせる指導をしてきた思いや取り組
みを紹介します。

中／高

掴んで，離さず，その気にさせる ICT 活用術
唐澤 博（埼玉・浦和実業学園中学校・高等学校）

文字・画像・音声・映像の 4 つを，デジタルコンテンツとして活用し，授業教材作成や，
アクティブラーニングにつなげる授業展開について提案したいと思います。

中／高

CLIL の授業を行うための指導技術

山崎 勝（埼玉・埼玉県立和光国際高等学校）

内容と言語を統合するために，どのような授業設計が望ましいか，また，どのような活動に
習熟すれば授業はうまくいくのかを，指導技術という観点から考えます。

英語の歌は授業活性化の万能薬

W5

小学校

子どもたちの視点を世界へと広げる小学校英語の授業

〜高校大学での経験から〜

中／高／大

柳沢 民雄（埼玉・東日本国際大学）
歌にはリズム，メロディがあり，テーマ性，音韻の面白さ，時季性，教材性があり，
何より歌っている歌手の魅力があります。その奥行きを一緒に旅してみませんか。

‘ 英語なのに楽しい ’ 授業をつくる
W6

〜新英研の理論から学んで〜

中／高／大

池田 真澄（東京・白梅学園大学）
第二言語習得論等と新英研の理論のつながり，そして実践について皆さんと共に考えたいと
思います。実践は大学のものですが，中学高校でも使える教材です。

W7

英語文学翻訳の実際

高／大

大浦 暁生（群馬・中央大学）

まず原文の一部を出し，指示した部分を訳していただきます。続いて実際に出版された訳を
見て，自分の訳と比較しながら問題点を探り，改訳を試みます。

6

第54回全国大会〈東京〉�ンフ.indd 6

17.4.20 2:47:47 PM

テーマ別分科会

８月７日（月）

9:10 〜11:10

ダイバーシティの実現を目指す挑戦 ー超福祉な取り組みー
須藤 シンジ（東京・NPO 法人ピープルデザイン研究所

代表理事）

「心のバリアフリー」をクリエイティブに実現する思考や方法論をピープルデザインと呼び，提唱してい
ます。その醍醐味を，実例をベースにお伝えします。

T1

世界と共に学ぶアイアーン（iEARN）を使った英語の授業
栗田 智子（東京・東京慈恵医科大学）

T2

世界の教室と交流できる iEARN のグローバルプロジェクトの実践例をいくつかご紹介し，
iEARN を体験していただきます。

サダコ・プロジェクト〜折り鶴でハワイとつながる〜
作間 和子（東京・上智大学）， 安野 寿美（東京・江戸川区立篠崎第二中学校）

T3

ピースメッセージを生徒が折り鶴に書き，真珠湾の Arizona Memorial に送って，
来場者に手渡すという活動を行っています。ご一緒に平和の折り鶴を作りませんか。

閉会行事

11:30 〜12:20

３日間の大会をふりかえります。

オプショナル・ツアー
A 東京下町文化コース

ガイド付きバスツアー

妙久寺戦災跡
〜東京大空襲・戦災資料センター見学
〜柴又帝釈天と寅さん記念館・山田洋次ミュージアム
〜東京駅
▶代金：4,500 円
▶募集人員：45 名 ▶最小催行人数： 25 名

● 新英語教育研究会関連

13:20 〜18:00

B 歴史平和コース

靖国神社（遊就館）
〜アクティブ・ミュージアム
「女たちの戦争と平和資料館」
（wam）
〜東京駅
▶代金：4,800 円
▶募集人員：45 名 ▶最小催行人数： 25 名

海外研修

参加者募集 ●

サイパン・スタディ・ツアー 8 月 17 日（木）〜 19 日（土）または 20 日（日）

3 時間半ほどの直行便。時差 1 時間。
日本が 30 年統治した影響が分かる。戦争とは何かを実感しよう。最高に美しい海も！
＊詳しくは新英研 HP で http://www.shin-eiken.com

フィリピン・スタディ・ツアー 8 月 8 日（火）深夜〜 16 日（水）

ミンダナオでの子ども支援の現場などを訪ねる，有志での旅行を企画中です。あなたも加わりませんか？
手作りのツアーで，たくさんの出会いと豊かな体験を！
▶費用：約７万円（航空運賃別） ▶募集人数：6 名
▶問合せ：kasan@mac.com 浅川
7
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❻ 駐車スペースについて

大会参加について

会場には駐車場はありません。公共交通機関をご利用くだ
さい。

❶ 参加費について

❼ オプショナルツアーについて

〈全日程参加〉
全国会員
￥8,000
￥5,000
￥1,000

教員
非常勤・一般
学生

未会員
￥9,000
￥6,000

〈部分参加（1 日あたりの参加費）
〉
全国会員・未会員
￥3,000
￥2,000
￥500

教員
非常勤・一般
学生
〈記念講演のみ〉
会員・未会員

￥1,000

※参加申込み後，取り消しをされる場合，参加費は返却で
きません（その際，大会資料を送付します）
。

❷ 宿泊のご案内

JTB 関東よりホテルの紹介があります。宿泊申込みを希望
される場合，7 月 7 日（金）までに，参加申込みと同時に
お申込みください。それ以降は，確保数が限られてきて先
着順となり，宿泊をお受けできない場合があります。ホテ
ルの詳細情報は，次のページをご覧ください。
※夏休みの旅行客等が特に多い時期です。宿泊を希望される
場合，早めにお申込み下さい。先着順ですので，締切日以
前のお申込みでも希望ホテルにならない場合があります。
※個 人で宿泊ホテルを確保していただくことは可能です
が，大会間際になると高額になったり，予約できないこ
とが予想されますのでご注意ください。

❸ 昼食のご案内

お弁当を 1,000 円でご用意します。
（取扱い日）8 月 5 日（土）
，6 日（日）
，7 日（月）
＊取り消し，変更は前日の正午までにお受けします。
それ以降の取り消しは返金できません。

❹ ブロック交流会

8 月 5 日（土）の夜にブロック交流会を予定しています。
費用は 4,000 円。参加希望の方は大会申込み書の該当欄
にチェックを入れてください（当日キャンセルの場合は
キャンセル料をいただきます）
。

❺ 保育所のご案内

（保育期間） 8 月 5 日（土） 12:00 〜 17:45
8 月 6 日（日） 8:30 〜 17:00
8 月 7 日（月） 8:30 〜 12:30
（費用）
1 日一人 2,000 円（3 歳児以上）
＊保険料，おやつ，教具代が含まれます。
＊施設入場料，
交通費が必要な場合は実費をいただきます。
＊昼食は保護者の責任でお願いします。

8 月 7 日（月）13:20 〜 18:00（予定）2 つとも同じ時間
帯です。いずれも，最少催行人員 25 名 募集人員 45 名
Ａ 東京下町文化コース … 代金 4,500 円
妙
 久寺戦災跡〜東京大空襲・戦災資料センター見学
〜柴又帝釈天と寅さん記念館，山田洋次ミュージアム
〜東京駅
Ｂ 歴史平和コース … 代金 4,800 円
靖
 国神社（遊就館）〜アクティブ・ミュージアム「女
たちの戦争と平和資料館」
（wam）〜東京駅
＊ご 希望の方は，大会参加申込み時，該当ツアーの欄に
チェックを入れてください。

❽ 参加申し込みについて

＊お申込みは，集約の都合上，できるだけ以下のインター
ネット申込みフォームからお願いします。
https://secure.com-jtb.jp/2017shin-eiken/
＊このフォームは，大会特設サイトからもリンクされてい
ます。
＊インターネット申込みが出来ない場合，右ページ又は全
国大会特設サイト上の「大会参加申込書」をプリントア
ウトの上，必要事項を記入し，JTB 関東法人営業熊谷支
店（担当：山口）へ FAX 又は郵送でお申込み下さい。
特設サイト

http://2017.shin-eiken.com/

＊お申込み受け付け後，
「各種予約確認書」
「請求書」など
を郵送致します。
（各書類は必ず当日ご持参ください。
）
※上記書類が届きましたら，指定の期日までに下記の口座
へお振込み下さい。尚，お振込み手数料は各自ご負担お
願いします。
みずほ銀行 十二号支店 普通 1317874
株
 式会社 JTB 関東
（カブシキガイシャ ジェイティービーカントウ）
申込締切日：7 月 28 日（金）
宿
 泊を希望される方は，7 月 7 日（金）までにお申込み
下さい。
※締切日以降の大会参加申込みについては，JTB 関東法人
営業熊谷支店までご連絡ください。
＊会場での当日参加申込みも可能です。

❾ その他

＊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）
E-mail: takiguchi-masaru@iaa.itkeeper.ne.jp
＊現地実行委員会連絡先：根岸恒雄（事務局長）
E-mail: t.negishi@ab.auone-net.jp

株式会社 JTB 関東法人営業熊谷支店 担当 山口・秋山

〒 360-0037 埼玉県熊谷市筑波 1-207-3 信友ビル 1 階
TEL: 048-523-5514 FAX: 048-526-9693 E-mail: h_yamaguchi241@kanto.jtb.jp
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