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多くの方に支えられ、
協大学英語教育研究会

（DUETA）は
2021年度に創設20周年を
迎えました。

これまでのDUETAの
歩みと現在の活動を
ご紹介します。
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この研究会は、本学の卒業生、学部・大学院の在学
生を対象に始めましたが、現在は広く一般に英語教
育に携わっている方あるいは英語教育に関心のある
方を対象とし、互いに交流を深めることを目的とし
て活動しています。

英語教育に求められているものの本質は変わらなく
ても、学習者、教員、教授法、教材、機器、学習環
境などはそれぞれの時代の環境に影響を受けざるを
えません｡現場にいる者、将来英語教育に携わりた
いと考えている者として、互いに学び刺激しあうこ
とによって、より良い英語教育を探索するための研
究会です。

小学校・中学校・高等学校・大学といった今まであ
まり交流が無かった縦の関係も生かし、より広い視
点立って英語教育を考えていきます。具体的活動と
しては、英語教育に関連した勉強会や講演会を開催
し、今抱えている問題を共に語り、考えたり、研
究・実践の成果を披露し合ったりする場とします。
また、現職教員と将来教職に就きたいと考えている
在学生との交流も計りたいと考えています｡ 

研究会の活動は 協大学外国語学部英語学科、同教
育研究支援センターとも連携して行っています｡

主旨にご賛同くださる方はぜひご入会ください。

1 WEBSITE

https://www.dokkyodueta.org
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2006年に 協大学に入職して以来、DUETAの企画・運営に携わってきました。
DUETAのイベントには、教職を目指す 協大学の学部・大学院の学生たちが
多く参加してくれます。また英語教育に携わる卒業生たちと久しぶりに会える
ことも大きな喜びです。最近は 協大学関係者以外の方々のご参加も多く、
大変嬉しく思っています。
英語教育によって結ばれた絆を大切にし、これからも鋭意DUETAの活動を
続けていきたいと考えております。

代表
羽山  恵             協大学外国語学部英語学科准教授
副代表
浅岡  千利世       協大学外国語学部英語学科教授

大久保  泰希       群馬県立高崎高等学校教諭（ 協大学卒業生）
大澤  舞             協大学交流文化学科准教授
大野  路介          元中学校英語科教諭（ 協大学卒業生）
小林  泰義          元中学校英語科教諭（ 協大学卒業生）
白鷹  かおり       十文字中学・高等学校教諭（ 協大学卒業生）
J. J.  Duggan     協大学外国語学部英語学科教授
中野  達也          駒沢女子大学教授（ 協大学卒業生）
針谷  貴子          昌平中学校・高等学校教諭（ 協大学卒業生）
的場  祐一          千葉県立幕張西中学校教諭（ 協大学卒業生）
E.  本橋             協大学外国語学部英語学科准教授

歴代の学外運営委員（英語学科卒業生）
（敬称略、50音順、所属は就任当時、数字は年度）

藍川達雄（2001～2009、大宮市教育委員会）
大野路介（2001～現在、練馬区開進第二中学校）
椎津栄一（2001～2019、千葉県立幕張総合高等学校）
白鷹かおり（2016～現在、十文字中学・高等学校）
野口和枝（2001～2002, 秋草学園短期大学）
横田純一（2001～2011、埼玉県立吉川高等学校）
吉成雄一郎（2001～2011、東京電機大学）
小林泰義（2003～現在、所沢市立狭山ヶ丘中学校）
竹野谷みゆき（2012～2015、東洋大学）
中井康平（2012～2019、柏市立豊四季中学校）
中野達也（2018～現在、駒沢女子大学）
針谷貴子（2018～現在、大妻嵐山高校教諭）
的場祐一（2018～現在、千葉県立中学校教諭）

歴代の学内運営委員

秋山武夫（2001～2003）
浅岡千利世（2001～現在）
阿部一（2002～2004）
大澤舞（2018～現在）
岡田圭子（2005～2011）
清水由里子（2001～2011） 
J.J. ダゲン（2001～現在）
羽山恵（2009～現在）
町田喜義（2002～2004）
本橋エレン（2014～現在）
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2001年度
第1回講演会および第1回交流会
⽇時: 2001年12⽉8⽇(⼟) �
演題：「コミュニケーション能⼒の養成に役⽴つ実践教育⽂法とは?」
講師：阿部⼀⽒（獨協⼤学教授）

2002年度
懇話会
⽇時：2002年7⽉25⽇(⽊)
内容：「英語教育のいま・未来（⼩学校・中学校・⾼校・⼤学）」

第2回講演会
⽇時：2002年12⽉21⽇（⼟）
題⽬："I'm�sorry,�I�can't�remember"
講師：Dr.�John�Fanselow（Colombia�University名誉教授）

2003年度
第3回講演会
⽇時：2003年11⽉22⽇（⼟）
演題：「コミュニケーション活動と絶対評価」
講師：⻑勝彦⽒（⽇本⼥⼦⼤学講師・元両国中学教諭）

第２回交流会
⽇時：2003年7⽉19⽇（⼟）
演題：「コミュニケーション重視の英語教育における⽂法指導
�������������������������������������−教科書の教材をどう⽣かしたらよいか−」

2004年度
第4回講演会
⽇時：2004年7⽉3⽇（⼟）
演題：「明⽇の授業からすぐ使える英語指導法」
講師：⼩林泰義⽒（所沢市⽴狭⼭ヶ丘中学校教諭、本学卒業⽣）
���������⾕⼝幸夫⽒（東京都⽴⼾⼭⾼等学校教諭）
���������両⾓桂⼦⽒（埼⽟県⽴和光国際⾼等学校教諭、本学卒業⽣）
���������⿅野晴夫⽒（ICC/Professional�English�Trainer）

第5回講演会
⽇時：2004年11⽉20⽇（⼟）
演題：「英語を頭に残す⼯夫」
講師：⾦⾕憲⽒（東京学芸⼤学教授）

2005年度
第1回ワークショップおよび第6回講演会
⽇時：2005年7⽉23⽇（⼟）
1.1.�ワークショップ「学習者の英語⼒をつけるために私が授業で
�������⼤切にしていること」
�������講師：太⽥洋⽒（駒沢⼥⼦⼤学、元東京学芸⼤学付属世⽥⾕中学校教諭）
1.2.�講演「Creative�Use�of�Textbooks−検定教科書だってアイディア次第、
�������応⽤なしではただのリーディング教材−」
�������講師：向後秀明⽒（千葉県⽴千葉⼥⼦⾼等学校教諭、本学卒業⽣）
1.3.�ディスカッション「英語⼒を⾼める指導」
�������ディスカッサント：太⽥洋⽒、向後秀明⽒、
�������司会：⼩林泰義⽒（所沢市狭⼭ヶ丘中学校教諭、本学卒業⽣）

第7回講演会
⽇時：2005年12⽉17⽇（⼟）
演題：「⽇本におけるこれからの早期英語教育について」
講師：アレン⽟井光江⽒（⽂京学院⼤学教授）

2006年度
第8回講演会
⽇時：2006年7⽉15⽇（⼟）
演題：「⼩学校英語−⼦どもは英語の何を修得するのか−」
講師：久埜百合⽒（中部学院⼤学客員教授、⼩学校英語教育学会副会⻑）
研究発表
「⽇本⼈英語学習者の語彙修得の問題点」
⼭村啓⼈⽒（⼤宮開成⾼等学校教諭、本学卒業⽣）
「公⽴中⾼⽣の英単語認知」
中野達也⽒（東京都⽴⽩鴎⾼等学校教諭、本学卒業⽣）

第9回講演会
⽇時：2006年12⽉16⽇（⼟）
演題：「英語と⼿品」
講師：星⼭春雄⽒（元東京家政⼤学講師）

2007年度
⿇しん流⾏のため⻄垣知佳⼦⽒による講演会を延期しました。
DUETAのホームページを⽴ち上げました。

第10回講演会
⽇時：2007年12⽉8⽇
演題：「メディアを⽤いた授業デザイン」
講師：⾚堀侃司⽒（東京⼯業⼤学教授）

2008年度
第11回講演会
⽇時：2008年6⽉28⽇（⼟）
演題：「楽しく実⼒のつくリスニング指導」
講師：⻄垣知佳⼦⽒（千葉⼤学准教授）

第12回講演会
⽇時：2008年12⽉13⽇（⼟）
演題：「外国語活動必修化と英語教育」
講師：アレン⽟井光江⽒（千葉⼤学教授）

2009年度
第13回講演会
⽇時：2009年7⽉4⽇（⼟）
演題：「電⼦⿊板で広がる英語教育の可能性−⼩学校現場からの提案−」
講師：岡澤永⼀⽒（暁星⼩学校英語科主任）
演題：�"The�Wonderful�World�of�Wikis"
講師：J.J.�Duggan⽒（獨協⼤学教授）
その後workshopおよび交流会

第14回講演会
⽇時：2009年12⽉12⽇（⼟）
演題：「⼝頭表現⼒を⾼めるための授業計画と指導法」
講師：松本茂⽒（⽴教⼤学教授）

2010年度
第15回講演会
⽇時：2010年7⽉10⽇（⼟）
演題：「説得コミュニケーション論からみたオバマのスピーチとディベート」
講師：鈴⽊健⽒（明治⼤学准教授、本学卒業⽣）

第16回講演会
⽇時：2011年2⽉12⽇（⼟）
演題：「中学英語が⼩学英語でしたいこと−平成１９、２０年の公⽴⼩学校英語
活動の取り組みを経て５５歳の公⽴中学英語教師が⼩学英語に伝えたいこと−」
講師：⼩林泰義⽒（所沢市⽴⼭⼝中学校教諭、本学卒業⽣)

2011年度
第17回講演会
⽇時：2012年2⽉11⽇（⼟）
演題：「英語教育を考える−国際共通語としての英語という視点から−」
講師：⿃飼玖美⼦⽒（⽴教⼤学特任教授）

2012年度
第2回ワークショップ
⽇時：2012年6⽉24⽇（⽇）
演題：「英語授業体験：発話の正確さと流暢さを伸ばす教科書活⽤授業」
講師：奥住桂⽒（宮代町⽴前原中学校教諭、本学卒業⽣）

第18回講演会
⽇時：2013年2⽉16⽇（⼟）
演題：「中学英語から⾼校英語への移⾏−⾳読・暗唱・暗写からその先へ−」
講師：中野達也⽒（都⽴⽩鷗⾼等学校付属中学校教諭、本学卒業⽣）

2013年度
第3回ワークショップ
⽇時：2013年6⽉29⽇（⼟）
演題：「英語授業体験：ジグソーリーディング」
講師：横⽥純⼀⽒（埼⽟県⽴庄和⾼校教諭、本学卒業⽣）
�
三宅なほみ⽒による第19回講演会は天候不良のため延期しました。

2014年度
第19回講演会
⽇時：�2014年7⽉12⽇（⼟）
演題：「話す対話と書く対話」
講師：三宅なほみ⽒（東京⼤学⼤学総合教育研究センター教授）

第4回ワークショップ
⽇時：2015年2⽉28⽇（⼟）
演題:「英語授業体験：⽣徒が英語を使うための実践例」
講師:�福島玲枝⽒（関⻄⼤学附属中・⾼等部教諭）

（所属は当時のもの）



2015年度
第5回ワークショップ
⽇時：2015年6⽉27⽇（⼟）
演題：「英語授業体験：楽しく⼒がつく授業とは？」 
講師：⽥⼝徹⽒（千代⽥区⽴九段中等教育学校教諭）

第20回講演会
⽇時：2016年2⽉6⽇
演題：「中・⾼のえいご教育におけるアクティブ・ラーニング
��������������������������������−次期学習指導要領改訂を⾒据えた指導改善−」
講師：向後秀明⽒（⽂部科学省教科調査官、本学卒業⽣）

2016年度
第6回ワークショップ
⽇時：2016年7⽉16⽇(⼟)�
演題：「中・⾼の英語教育におけるアクティブ・ラーニング」
講師：布村奈緒⼦⽒（東京都⽴両国⾼等学校・附属中学校主任教諭）

第21回講演会
⽇時：2017年2⽉4⽇(⼟)
演題：「基礎の定着−英語教育最⼤の課題−」
講師：⾦⾕憲⽒（東京学芸⼤学名誉教授）

2017年度
第7回ワークショップ
⽇時：2017年６⽉24⽇（⼟）
演題：「⾼校での中学英語の発展的復習活動（コア・ラーニング）
�������������������������������������−埼⽟北部5校によるコアラの取組み−」
講師：本多綾⼦⽒（埼⽟県熊⾕⻄⾼等学校教諭）
���������埼⽟県北部5校英語研究会コアラチーム

第22回講演会
⽇時：2018年2⽉17⽇（⼟）
演題：「英語教育における特別⽀援の現状とこれからの課題
�������������������������������������−躓かせない指導のために−」
講師：村上加代⼦⽒（神⼾⼭⼿短期⼤学准教授）

2018年度
第8回ワークショップ
⽇時：2018年7⽉14⽇（⼟）
演題「英語授業体験：ことばの処理過程からみる英語学習のつまずき」
講師：飯島睦美⽒（群⾺⼤学准教授）

第23回講演会
⽇時：2019年2⽉23⽇（⼟）
演題：「さまざまな英語教育調査から⾒た話すこと・書くことの指導と評価」
講師：根岸雅史⽒（東京外国語⼤学⼤学院教授）
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2019年度
第9回ワークショップ
⽇時：2019年7⽉13⽇（⼟）
演題：「書く」ことを通して「書ける」ようになる？
�−コミュニケーションを⽀える⽂法の指導−」
講師：⾼⽥智⼦⽒（明海⼤学教授）

第24回講演会
⽇時：2020年2⽉15⽇（⼟）
演題：「⼩学校外国語・外国語活動の今−草加市の英語教育の実践から−」
講師：⼩野陽⼦⽒（草加市教育委員会）
�パトリシア若⽉⽒（草加市CIR/語学指導助⼿）

2020年度
コロナ禍のため春学期イベントは中⽌となりました。

第10回ワークショップ
⽇時：2021年3⽉6⽇（⼟）
演題：�⼩学校英語が変わる！−中学⽣の「⾳声」中⼼から
�����������������������������������������⾼学年の「⽂字」への円滑な指導を⽬指して−」
講師：河合裕美⽒（神⽥外語⼤学英語教育研究センター（CTEC）講師）
コロナ禍のためZoomミーティングとなりました。

2021年度
第25回�講演会
�⽇時：2021年7⽉17⽇（⼟）
�演題：「ICT活⽤とオンライン授業で⾒えてきた英語教育�」
講師：唐澤博⽒（東京⼥⼦学園中学校⾼等学校、本学卒業⽣）
コロナ禍のためZoomミーティングとなりました。

第11回ワークショップ
⽇時：2022年3⽉5⽇（⼟）
演題：「指導と評価の⼀体化から考えるICTの活⽤と英語教育」 
講師：有嶋宏⼀⽒（⿅児島県総合教育センター研究主事、本学卒業⽣）
コロナ禍のためZoomミーティングとなりました。
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どなたでもDUETA会員になって頂けます。 協大学ご関係者以外の方も多数参加され、
現在は200名以上の方が加入されています。
会員になっていただくと、DUETA会員メーリングリスト（ML）に登録され、イベントのご案内・
英語教育に関わる情報の配信を受け取ることができます。

会員登録はこちらからできます：https://www.dokkyodueta.org

 

アンケート

2022年早春、

会員のみなさまに対して

アンケートを実施しました。

結果をご報告します！

最近会員になられた方も大勢

いらっしゃいます。

ぜひ次回のイベントに

ご参加ください。
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ご回答をありがとうございました。

次ページでは、最近会員の皆さまのご関心の高い

ICTの活用方法や評価についての質問への

回答結果をご紹介しています。
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発行元・問い合わせ
 
 

羽山恵
（ 協大学外国語学部英語学科）

 
〒340-0042

埼玉県草加市学園町1−1
協大学

 
DUETA（ 協大学英語教育研究会）

https://www.dokkyodueta.org


