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New English Teachers’ Association
新英語教育研究会 2018

第55回全国大会 長崎

多様性に学び　ゆたかな思考を育てる　ことばの教育を！ 

主催▶ 新英語教育研究会
後援▶ 長崎県教育委員会，佐世保市教育委員会
とき▶ �2018 年 ８月 3 日（金）〜８月 5 日（日）
会場▶  長崎県立大学 佐世保校 （詳細はp.8 を参照ください）

� ホテルフラッグス
 （九十九島ベイサイドホテル＆リゾート　フラッグス）

8月3日（金） 8月4日（土）

8月5日（日）

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

オープニング・アクト	   12:30 〜 13:30  

記念講演	    13:45 〜 15:15  

新英研講座	   15:30 〜 17:10  

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

閉会行事　  11:15 〜 12:15  

新英研分科会	    9:00 〜 12:00  
	    13:30 〜 16:10  

ブロック活動紹介	    12:10 〜 13:20  
教材展・ポスターセッション

新英語教育研究会	    16:20 〜 17:50  
総会

テーマ別分科会&	ワークショップ	  9:00 〜 11:00  オプショナル・ツアー	  13:30 〜  
A：佐世保の自然・戦跡巡り
B： キリシタン文化と平戸の交易の歴史

T1: 平和教育 : 希望を語る～これからの平和教育～
T2:  平和アクション : 高校生平和大使国連訪問報告と 

ICAN の活動から
W1: パラグラフ・ライティング：母語の思考と英語の型
W2: 生徒も教職員も楽しむ学校づくり～大切なのは遊び心～
W3:  国際交流を楽しむための「英語表現」例文発掘ワークショップ

１．教科書・自主教材をどう検討し，どう扱うか
２．読み取りの力をどう高めるか
３．英文法をどう考え，どう教えるか
４．音声を重視して，どう教えるか
５．どんな学力を目指し，どう評価するか
６．仲間と学び，自ら学ぶ力をどうつけるか
７．「遅れがちな子」をどう生き生きさせるか
８． 表現力，特に自己表現の力をどう広げ， 

どう高めるか
９．平和・環境・人権教育をどう進めるか
10．入門期の英語をどうするか

講師：内田 樹氏
1950 年生まれ。神
戸女学院大学名誉教
授，京都精華大学客
員教授。主著に『た
めらいの倫理学』，『レ

ヴィナスと愛の現象学』，『日本辺境論』など。第六回
小林秀雄賞，2010 年新書大賞，第三回伊丹十三賞を
受賞。近著に『ローカリズム宣言』，『街場の天皇論』。

ナイト・シアター	    20:00 〜 22:00  
　『校庭に東風吹いて』 場所：ホテルフラッグス

「言語を学ぶということ」

▶新英研ホームページ
　http://www.shin-eiken.com
▶長崎大会ウェブサイト
　http://shiramizu.org/sineiken/
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  Messages　

  Timetable 大会日程　

思考を育てることばの教育を！
現地実行委員長　中村 龍彦

　全国各地で子どもたちと共に汗を流し授業に取り組んでお
られる皆さん，今年の夏は長崎県の佐世保でいろいろ学習し
てみませんか。
　英語教育を巡る情勢は厳しいものがあります。小中高すべ
ての学習指導要領が改訂され，小学校英語の早期化・教科化
で小学校の先生方は大変苦労されています。また，中学校で
の「授業は英語で」の導入，高校の内容の高度化等，現場は困っ
ていないでしょうか。
　そういう中でも目の前の生徒を前にして，何とか「よくわか
る楽しい授業」をしたいと多くの先生方が考えておられると思
います。私たち「新英研（新英語教育研究会）」は日々の優れ
た実践を持ち寄り，交流しあって，学んだことを持ち帰って，
生徒に学ぶ喜びを与えてきました。授業技術だけを追求する
のではなく，感動する教材を発掘したり生徒に提供する中で，
全国に拡大されてきました。
　最近は協同学習の実践も全国的に広がりつつあります。
　多くの先生方が「思考を育てることばの教育」について大
いに議論し，翌日からでもすぐ使える実践を学び，明日へのエ
ネルギーを持っていただければありがたいです。全国から多く
の皆さんが集まって来られることを期待しています。

人間を育てる英語教育を，みんなの力で
新英語教育研究会会長　池田 真澄

　子どもも教師も，多様な個性を持った存在です。その個性
をいっそう輝かせるために私たちは創意工夫します。「みん
なちがって，みんないい」，そんな気持ちで多くの教師が教
育に携わってきました。新英語教育研究会も，1959 年の創
立以来，「楽しくわかる授業」「人間を育てる英語教育」を目
指して実践と研究を行ってきました。
　今年で小中高すべての学習指導要領が改訂されました。小
学校英語の早期化・教科化，中学校での「授業は英語で」の
導入，高校の内容の高度化，小中高通じての語彙の大幅増加
など，多くの課題があります。日本人にとって外国語教育を
学ぶ意味はどこにあるのか，外国語教育政策をどう読み解き，
どのような実践を目指すのか。子どもたちの顔を思い浮かべ
ながら，これまでの実践を踏まえて，新たな一歩を踏み出し
たいものです。
　「ことば」はコミュニケーションの手段であるとともに思
考と認識を深める手段です。外国語も「ことば」の一つとして，
私たちと 21 世紀の世界をつなげてくれます。九州ブロック・
長崎支部の仲間が充実した大会を目指して準備中です。長崎
の豊かな自然・文化・歴史に囲まれながら，全国の実践に学び・
考え・交流し，明日への元気と勇気を高めましょう！

8月3日（金） 8月4日（土） 8月5日（日）
8:30～　　　  受付 8:30～　　　  受付

11:15～12:15　閉会行事

12:20～13:00     昼食

13:30～　　　（予定）

オプショナル・ツアー

　A　佐世保の自然・戦跡巡り
　　　（～17:00 予定）
　B　キリシタン文化と平戸の
　　　交易の歴史
　　　（～18:00 予定）

9:00～11:00 ワークショップ
 テーマ別分科会

13:30～16:10 分科会

9:00～12:00 分科会

16:20～17:50 新英研総会

18:00～18:40 研究者集団の会

18:50～19:10 運営委員会

20:00～ ナイトシアター

 昼食
12:10～13:20 教材展示
 ポスター・セッション

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

10:30～11:30　全国常任委員会

11:30～12:00　全国委員会
11:50 ～　　　受付開始（昼食）
12:00～12:30　講座打ち合わせ
12:30～13:30　オープニング・アクト
 基調提案

13:45～15:15　記念講演

15:30～17:10 　新英研講座

18:00～18:20　運営委員会

19:00～　　　 ブロック交流会

17:20～18:00　分科会打合せ

ホテルにて
（ホテルにて）
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  新英研講座   15:30 〜 17:10  

  20:00 〜 22:00  

8月3日（金）

8月4日（土）

★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

ナイト・シアター
『校庭に東

こ

風
ち

吹いて』
貧困から様々な問題を引き起こす子どもたち
の苦しみや困難に寄り添い，子どもと共に生
き，子どもへの愛情を貫いた教師の物語

 １．小学校の外国語授業   ２．中学１年の授業  

小学校外国語教育の定義
―児童・現場目線の研究から

成田 潤也（神奈川・小）

小学校外国語教育に関する議論には，小学校教育か
らの視点が欠けている。
児童・現場目線の研究を通して，小学校教育に主軸
を置いた外国語教育の定義を提案する。

Be 動詞に命を
〜 You are not a frail 〜

大口 雅也（北海道・中）

この 20 年間，新英研から学んできたことを “I am 
a man.” など，Be 動詞の指導時の題材に注ぎ込み
ます。その後「授業でどんな時にわくわくするか」
みんなで話し合いましょう。

 ３．中学２年の授業  

 ５．高校の授業（やさしい教科書）  

 ７．大学の授業  

 ４．中学 3 年の授業  

 ６．高校の授業（比較的難しい教科書）  

「なんで英語やるの？」に挑む

伊藤 智子（東京・中）

読解＋国際理解＋自己表現をしかけ，個々の活動が
何につながっているか，生徒に常に伝えます。「やる，
わかる，できる，おもしろい」の永遠ループへ。

心動かすいろんな教材

野崎 雅和（滋賀・高）

ここ数年かけて，集めたいい教材を時間の許す限り，
たくさん紹介します。読み取りの方法も紹介します。
二学期から，ぜひ使ってみてください。

アクティブ・ラーニングと
メディア・リテラシー

吉牟田 聡美（神奈川・大）

アクティブ・ラーニングを用いて学生のクリティカ
ルシンキングの能力を高め，視野を広げるべく，教
材に関連した動画を用いたリーディングの取り組み
を紹介する。

最後の英語の授業をメッセージ
交換でドラマチックに！

伊藤 正浩（福島・中）

３年最後の授業の紹介。歌ってきた英語の歌のベス
ト CD と歌集を生徒に配布し，付箋を使って英語の
メッセージ交換をして最後の授業をドラマチックに
展開します。

受験は大切だけど，それだけでは
ない「何か」も大切

西田 陽子（京都・高）

英語は受験に必要だから嫌でもやらなくちゃ，とい
う生徒たち。すべての生徒の豊かな学びのために，
どんな教材をどのように教えるか，一緒に考えてみ
ませんか？

（ホテルフラッグスにて）
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分科会   13:30 〜 16:10    9:00 〜 12:00  8月4日（土）

ブロック活動紹介・教材展ポスター・セッション   12:10 〜 13:20  

１．教科書・自主教材をどう検討し，どう扱うか
★「価値観」を伝える授業をつくりたい

鈴木 桃子（愛知・高）

⃝芸術的・協同的に〜 自由への教育を目指して〜
大西 里奈（青年海外協力隊・マラウイ・青少年活動）

「教育は芸術である」というシュタイナーの教育観を基に，
子どもの感性に訴える芸術活動，協同学習を取り入れた英語
授業の紹介，アフリカでの実践を発表します。

⃝主権者教育と協同学習の実践 ―『風に吹かれて』等
村田 純一（大阪・高）

主権者教育を意識して，それに関連した教材として「風に吹
かれて」杉原千畝，マララさん等を取り入れ，協同学習や教
科通信も加えて実践しました。

３．英文法をどう考え，どう教えるか
★ 少人数，これだけは私のアイデア 

裁量時間にできること 大越 範子（東京・中）

⃝ 楽しいから覚えたい！伝えたいから使いたい！ 
わくわく英文法 廣橋 智美（東京・中）

文法の導入で海外での実体験や絵，漫画を使ったり，その文
法を使って誰かに何かを「伝えたい！」と生徒に思わせたり
して，文法でわくわくする工夫を紹介します。

⃝日本語教育からヒントを得て 斉藤 貴子（埼玉・高）
英語と日本語の違いを理解するには，第一言語である日本語
を客観的にとらえることから始めなくちゃ。というわけで，
日本語教育からヒントをもらいました。

5．どんな学力を目指し，どう評価するか
★英語での自己表現を通した対話的・主体的な学び

池田 恵（奈良・高）

⃝ 発信する・つながる・心に触れる 
共に伸びる学力を目指して 角崎 祐美（広島・中）

３年間で行った〜自己表現・簡単会話創作・海外交流・映画
を使った授業・アンネ展・被爆体験〜等と，日頃の単語テス
トやリーディング等について紹介します。

⃝  AI 時代に求められる英語学力とは？ 
近未来の授業プラン 弘山 貞夫（愛知・高）

スマホで多言語自動翻訳・通訳が瞬時に可能な時代が到来。
コミュニケーションだけの英語学習は不必要になる？ AI で
は不可能な Human Intelligence を育む授業を提案します！

２．読み取りの力をどう高めるか
★ 内容とことばを結びつける発問を中心とした 

授業づくり 山口 直美（長崎・中）

⃝読み物で心情を考える―教科書の Reading 頁を楽しむ―
竹島 さち子（東京・中）

クラウン中２の Zorba’s Promise で，生徒の複数の訳を味
わい合ったり，登場人物の心の声を想像したり，原作の一部
を紹介したりして楽しんだ実践。

⃝「ハンナのかばん」から人権を考える
新井 綾（埼玉・高）

「ハンナのかばん」や当時のポスター，当時をふり返る歴史
家のことばや平和を訴える現代のスピーチなどを正確に読む
ことにより，「人権とは何か」に迫ります。

４．音声を重視して，どう教えるか
★レ・ミゼラブル『民衆の歌』にクラスで挑戦！

髙草木 直子（東京・中）

⃝ディスレクシアって何？〜英語入門期指導の課題〜 
小堀 久男（熊本・中）

「ディスレクシア」って知っていますか？ 文字の読み書きに
難しさを感じている子どもたちがいます。私たちはどう支援
していくのか。一緒に考えていきましょう。

⃝音読で英語の耳を開く 小田 尚子（長崎・大）
映像で状況のイメージをつかみ，ナチュラルスピードの会話
を聞きます。その後，音読，ペアワーク，シャドーイングで，
リスニング力をつける工夫をしてみました。

６．仲間と学び，自ら学ぶ力をどうつけるか
★ 協同学習のための準備と帯活動 

〜日々の実践を通して〜 山崎 寛山（新潟・中）

⃝地球的課題を扱う授業で学び合いを促進する
工藤 泰三（愛知・大）

高校生〜大学生を対象とした授業で、内容言語統合型学習
（CLIL）の考え方を基盤として，学習者同士の学び合いを促
す試みについて報告します。

⃝卒業までにできること〜協同学習で仲間作り〜
福田 香里（滋賀・中）

校内研のテーマに「協同学習」を掲げて３年。卒業した生徒
たちと行った「英語の学び合い学習」，そして，それを通じ
て行った仲間作りを報告します。

ポスター・セッションでは，パネルに掲示したポス
ター形式の実践報告・研究成果発表を行います。
発表者募集中！
→関口昭男 E-mail:qqfp6mg9k@jupiter.ocn.ne.jp
 （６月 10 日締切）

全国大会の楽しみの一つ！新英研の創意工夫をこらした自主
教材に出会える教材交流広場です。授業プリント，視聴覚教
材にミニ実践。どうぞ，この機会をお見逃しなく。「教材展」
の出展のご希望はこちらへ
→高木 繁 E-mail: takasige@jcom.home.ne.jp
 （７月 15 日締切）
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▶分科会では，各地からの実践発表を中心にグループ討議などを通して，じっくり学び合います。
★は，ミニ・レポート。主に大会での発表が初めての人の報告です。

Ａ：佐世保の自然・戦跡巡り� （旅行代金 3,500 円）
九十九島を一望できる弓張岳展望台，太平洋戦争開戦を告げる暗
号文が発信された無線塔，終戦後，大陸からの引揚者第一歩の地
にある浦頭引揚記念館，当時の小中学生が掘った防空壕である無
窮洞を現地ガイドとともに巡り，JR 早岐駅へ戻るコースです。
● 最少催行人数 15 名／添乗員同行なし
● 利用バス会社：東彼観光バス
● 長崎県立大学 13：30 発 〜17：00

Ｂ：キリシタン文化と平戸の交易の歴史（旅行代金5,000円）
隠れキリシタンの中でも独特の歴史をもつ生月島の生月町博物
館・島の館，平戸島北部の大パノラマが広がる川内峠，ロマネ
スク様式の外観に内部のステンドグラスが美しい紐差教会を現
地ガイドとともに巡り，JR 佐世保駅へ戻るコースです。
● 最少催行人数 15 名／添乗員同行なし
● 利用バス会社：東彼観光バス
● 長崎県立大学 13：30 発 〜18：00

７．「遅れがちな子」をどう生き生きさせるか
★どの子も顔が上がる授業を目指して

大坪 真梨子（長崎・中）

⃝見捨てない，あきらめさせないことを信条に
市村 香代子（東京・元中）

「どの子にもわかりやすく楽しく教えたい」という思いで
43 年間の教員生活を送ってきた。学習が苦手だった生徒達
が自信をつけ心を開いていった取り組みを紹介します。

⃝生徒の力を引き出す授業〜協同学習をヒントに〜
阪下 司（大阪・高）

英語が苦手な生徒たち，学習すること自体に消極的な生徒た
ちの底力や魅力を引き出す仕掛けづくりに日々取り組んでい
ます。その実践の一部を紹介します。

９．平和・環境・人権教育をどう進めるか
★ 「教科書の題材」＋「問い」で展開する 

人権・平和教育 小黒 淳一（新潟・中）

⃝サーロー節子さんの演説〜 light は生きる希望だ〜
川村 雅則（神奈川・高）

ノーベル平和賞授賞式でのサーロー節子演説を扱った。この
演説の結語部分を，生徒と辞書を引きながら，節子さんの核
廃絶への想いを読み取っていった。

⃝３年間で行ったピースメッセンジャーの取り組み
岩﨑 しおり（広島・中）

１年では広島，２年では京都，３年ではハワイから平和への
願いをのせた折り鶴を外国の人に贈った実践を中心に，広島
市で行われている平和学習についても紹介します。

８．表現力，特に自己表現の力をどう広げ，どう高めるか
★教員３年目の挑戦〜自己表現からの学び〜

赤荻 さやか（栃木・中）

⃝英語でのやりとりを楽しむ生徒の育成
吉崎 理香（富山・中）

授業で生徒が本当に言いたいこと，聞きたいことを英語で表
現するようになるにはどのような指導が有効か，実践映像を
交えつつレポートします。一緒に学ばせてください。

⃝ 高校生の自己表現を指導して 
〜その実践経過，魅力，課題，展望〜 竹内 悟（埼玉・高）

３年間を通じての高校生への自己表現の取り組みの報告。
“Show & Tell”，スピーチ，ディベイト，「英語表現」の授
業実践から見えてくる可能性と魅力を報告します。

10．入門期の英語をどうするか
★ 小学校英語科はどうなる？ 

〜移行期の現状と課題から考える〜 山本 純子（京都・中）

⃝担任が「やりたい !」と自分から発信する英語授業
祁答院 惠古，志村 悠子，内田 陽子（東京・小）

児童のことを一番よく分かっている担任の先生が児童のため
にやりたいと，自ら創造する英語の授業があります。そんな
担任の先生から発信する授業をご紹介します。

⃝手探りで取り組んでいる小学校英語
中田 郁乃（千葉・小）

千葉県松戸市では言語活用科を設置し，外国語活動に力を入
れている。一方で教員は，指導法を模索している状況である。
小学校英語の取り組みをまとめた。

　  　 パラグラフ・ライティング： 
母語の思考と英語の型 蒲原 順子（福岡・大）

フォーマットによる短い英文パラグラフを書くことと日本語に訳す作業を通じ
て，日本語と英語のレトリックの違いを体感してもらいたい。

　  　 生徒も教職員も楽しむ学校づくり 
〜大切なのは遊び心〜 赤坂 正志（鳥取・中）

教室で生徒をつなげ，職員室で教職員をつなげて学校を楽しく！ 36 年間やって
きた授業の実践や職員のチームづくりについて報告します。全ては生徒のために！

　  　 国際交流を楽しむための「英語表現」 
例文発掘ワークショップ 赤松 敦子（山口・高）

国際交流を楽しむことと文法学習を両立できるように，実際に交流に使われた
文章から生きた例文を発掘してシェアしましょう。色々な国際交流作品の持ち
寄り歓迎！

　  　 平和教育 : 希望を語る 
〜これからの平和教育〜

山川 剛（長崎県被爆者教職員の会）
戦争や原爆を柱とするこれまでの平和教育を継承し、
その基盤の上に「希望を語る」教育を取り入れなけれ
ばならないのではないか。「希望」とは何かを提起する。

　  　 平和アクション : 高校生平和大使国連
訪問報告と ICAN の活動から

高校生平和大使
田中 重光（長崎原爆被災者協議会）

核兵器の廃絶と平和な世界の実現をめざして、微力だ
けど無力ではないと信じる。ノーベル平和賞の ICAN
は被爆者とともに取った賞、被爆者が新たな展望につ
いて語る。

  9:00 〜 11:00  

  13:30 〜  

8月5日（日） テーマ別分科会・ワークショップ

オプショナルツアー

Ｗ１

Ｗ２

Ｗ３

Ｔ１

Ｔ２

東武トップツアーズ（株）長崎支店が企画・実施する「国内募集型企画旅行」です。
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❶ 参加費について
〈全日程参加〉

全国会員 未会員
専任教員 ￥7,000 ￥8,000

講師・一般 ￥4,000 ￥5,000
学生 ￥1,000

〈１日参加〉
全国会員 未会員

専任教員 ￥3,000
講師・一般 ￥2,000

学生   ￥500
〈記念講演のみ〉

会員・未会員 ￥1,000 学生 ￥500
※ 参加申込み後，取り消しをされる場合は，参加費は返金

できません（大会終了後，大会資料を送付します）。

❷ 宿泊のご案内
▶宿泊施設
九十九島ベイサイドホテル＆リゾート　フラッグス （大会会
場へのマイクロバス送迎あり）
宿泊費：１泊朝食付 9,720 円（前泊 9,720 円）
　　　　（１室 ３～５名）
※ 宿泊申込みを希望される場合は，６月 30 日（土）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，宿泊
可能人数に限りがあるため，宿泊をお受けできない場合
があります。

※ 夏休みの旅行客が特に多い時期です。宿泊を希望される
場合は，早めにお申込みください。また，１名または２名
でお部屋を希望される場合は，東武トップツアーズ株式
会社（長崎支店）にご相談ください。

※ 個人で佐世保市内の宿泊ホテルを確保していただくこと
は可能ですが，夏休み中及び，佐世保最大のフェスティ
バル（佐世保シーサイドフェスティバル）の開催期間中と
なるため，宿泊費が高額になったり，予約できないことが
予想されますので，ご注意ください。また，指定宿泊先
以外をご利用の場合は，大会会場まで公共の交通機関を
利用していただくことになります。

▶宿泊代金キャンセル
　宿泊日 20 日前～８日前：宿泊代金の 20%
　宿泊日７日前～２日前：宿泊代金の 30%
　宿泊日前日：宿泊代金の 40%
　宿泊日当日：宿泊代金の 50％（ただし無連絡は 100%）
▶お弁当のご案内
・ お弁当をお茶付き  １,000 円で用意いたします。
・ 取扱期間：８月３日（金）～８月５日（日）
※ 取り消し，変更は前日の 12 時までお受けいたします。そ

れ以降の取り消しは返金できません。

❸ ブロック別交流会
・ ８月３日（金）19:00 より，指定宿泊先（九十九島ベイサ

イドホテル＆リゾート　フラッグス）にて，ブロック別交
流会を予定しています。

会費：5,000 円（食事及び飲み放題込み）

※ 参加希望の方は，大会申込みの該当欄にチェックを入れ
てください。

※キャンセル料：前日 50％，当日 100%となります。

❹ 保育のご案内
保育期間： ８月３日　（12:30 ～ 17:45）
　　　　　８月４日　（08:30 ～ 17:00）
　　　　　８月５日　（08:30 ～ 12:00）
費用：１日一人 　2,000 円
＊ 保育料，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。
＊昼食は，保護者の責任でお願いいたします。
＊締切 6 月 30 日

❺ その他出張依頼状・大会問い合わせ先
・ 出張依頼状が必要な方は，下記までご請求ください。
　（連絡先はメールアドレスのみ）
■池田 真澄 （新英研会長）
　E-mail: mikedamikeda@gmail.com
■大会に関するお問合せ先
　現地実行委員会：山口 直美 （現地大会事務局長）
　E-mail: chokumi42@yahoo.co.jp

❻ 参加申込みについて
・ 申込みは，大会ホームページ（http://shiramizu.org/sinei 

ken/）の参加申込み欄から以下のサイトにアクセスの上，申
し込んでください。

・ 大会申込みサイト：
　https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/2018sineiken_ngs/
※ インターネット申込みができない場合，右ページ又は全国

大会特設サイト上の「大会申込書」をプリントアウトの上，
必要事項を記入し，東武トップツアーズ株式会社長崎支店

（担当：森）へ FAX または郵送でお申込みください。
・ 参加希望の新英研講座，分科会，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。
▶申込み受付後について
① インターネット申込みの場合：振込み完了後，インターネッ

ト上から，「予約確認書」等を確認できますので，プリン
トアウトの上，大会当日持参し，受付にてご提示ください。

②  FAX または郵送の場合：「予約確認書」，「請求書」などを
郵送します（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，期日までに振込指定口座にご入金を
お願いいたします（振込手数料は各自でご負担願います）。

　振込み先情報：十八銀行　北支店（普）0364270
　口座名： 東武トップツアーズ（株）長崎支店（トウブトッ

プツアーズカブナガサキシテン）

▶申込み締切日：７月25日（水）
▶ 宿泊を希望される場合は，６月 30日（土）までに 

お申込みください。
※締切以降の申込みについては，下記まで，ご連絡ください。
■旅行会社連絡先：東武トップツアーズ（株）長崎支店
　担当　森・渕上
　〒 850-0055 長崎市中町１番 22 号　MJM ビル５F
　TEL：095-821-7508 FAX：095-821-7395
　（平日９:00-18:00　土日祝日：休業）
　E-mail：shuji_mori@tobutoptours.co.jp

大会参加について
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http://shiramizu.org/sineiken/

※宿泊機関等および大会事務局への個人情報の提供に同意のうえ申し込みます。

分科会番号

５５
FAX：095-821-7395

長崎

宿泊申込み
６月30日
参加申込み
７月25日

〆切り！

北海道+東北  ・  北信越  ・  東京  ・  関東(東京以外)  ・  東海  ・  関西  ・  中四国  ・  九州+沖縄

A B佐世保の自然・戦跡巡り　3,500円 キリシタン文化と平戸の交易の歴史　5,000円

８月５日（日）８月４日（土）

専任教員

（１泊朝食付）

講師・一般

８月３日（金）

８月５日（日）８月４日（土）８月３日（金）

８月４日（土）８月３日（金）８月２日（木）

８月５日（日）８月４日（土）８月３日（金）

【　　　　】 人 【　　　　】 人 【　　　　】 人

九十九島ベイサイドホテル＆リゾート　フラッグス

人数

〈８月３日（金）の夜〉

テーマ別分科会・ワークショップ

講演会のみ　　　８月３日（金）

送付先：東武トップツアーズ㈱　長崎支店　　担当：森・渕上

（同室希望の方のお名前，複数のお子様がいらっしゃる場合など）　　　
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至平戸・松浦

至佐々

至世知原・吉井

至長崎

佐世保駅

至佐々 野中駅

瀬戸越

中里駅

相浦中里 IC

本山駅

大学駅

上相浦駅

相
浦
川

至世知原・吉井

至伊万里

中佐世保駅
佐世保
中央 IC

佐世保湾

SSK バイパス

トンネル

鹿子前

松浦

西九州自動車道

椎木
日野

MR

至長崎

佐世保駅

総
合

グ
ラ
ウ
ン
ド

長崎大学
佐世保校

九十九島ベイサイドホテル＆リゾート
フラッグス

空港から佐世保駅まで
　⃝福岡空港から JR を利用する場合（１時間 40 分）
　　　博多駅→佐世保駅（特急みどり乗車）
　⃝福岡空港から高速バスを利用する場合（１時間 50 分）
　　　福岡空港国際線→佐世保バスセンター
　⃝長崎空港から高速バスを利用する場合（１時間 20 分）

佐世保駅から大会会場まで
　⃝ 松浦鉄道 (MR) を利用（30 分）
　　　佐世保駅前→大学前にて下車
　⃝ バスを利用する場合（30 分）
　　　佐世保駅前→長崎県立大前にて下車
　　　　　市営バス：相浦桟橋行（日野峠・SSK 経由）
　　　　　西肥バス：相浦桟橋行・大崎町行（日野経由）
　　　　　いずれかに乗車　
　⃝車でお越しの場合
　　　西九州自動車道 ｢相浦中里 I.C｣ から 10 分

会場のご案内

ＪＡながさき
西海相浦
ＪＡながさき
西海相浦

タイヤ館

相浦中学校

松浦西九州線

エレナ県
道
11
号

県道139号

auショップ相浦auショップ相浦

大学
駅

長崎県立大学
佐世保校

長崎県立大学 佐世保校

〒 858-8580　長崎県佐世保市川下町 123　TEL：0956-47-2191　FAX：0956-47-6941

交通アクセス

交通のご案内

大会指定ホテル

　⃝ 大会初日８月３日（金）は，佐世保駅前（佐世保エスプラ
ザビル前）から大会会場まで，マイクロバスを運行します。

（11:45 発）
　　※ お車でお越しの場合：佐世保市総合グラウンド駐車場を

ご利用ください。

大会プログラムの一部はこのホテルで実施します。
⃝九十九島ベイサイドホテル＆リゾート　フラッグス
　〒 858-8589　佐世保市鹿子前町 740
　TEL : 0956-28-2119
　※大会会場へのマイクロバス送迎あり




