沿革
英国国際教育研究所の歩み
1989年 4月 日英の教育に関する研究機関として英国国際教育
研究所設立
5月 英国に住む日本人のための｢教育相談室｣開設
6月 図師照幸英国国際教育研究所所長がケンブリッジ
大学IGCSE-JAPANESE試験委員会主任に就任
1990年 1月 英国に住む子どもたちのための日本語学校｢母国
語教室｣開校
4月 英国国際教育研究所 1周年創立記念日
6月 BBC英国国営放送（Radio）によって｢母国語教室｣
特集番組放送
9月 ｢ビジネス日本語教師養成課程｣（共催：ロンドン大
学 後援：JETRO-LONDON）開講
1991年 2月 教育新聞｢大きな地球―こどもの未来を考える｣創刊
4月 英国国際教育研究所 2周年創立記念日
6月 BBC英国国営放送（Radio）によって｢日本語教師養
成課程｣特集番組放送
10月 ｢朝日カルチャーセンター日本語教師養成課程｣
（主幹：図師照幸英国国際教育研究所所長 主催：
朝日カルチャーセンター･ロンドン）開講
1992年 1月 ケンブリッジ大学試験委員会UCLES認定｢日本語
教師養成課程CERTIFICATE 80｣開講
4月 英国国際教育研究所 3周年創立記念日
5月 在英委託研究員制度発足
6月 英国に住む子どもたちの作文･小論文コンクール
｢大きな地球賞｣開催
7月 国際教育シンポジウム｢国際教育を考える―こども
たちの未来と英国｣開催 パネリスト：図師照幸（英
国国際教育研究所所長）、秋島百合子（ジャーナリ
スト）、出口順得（英国四天王寺学園校長）、菊池哲
郎（毎日新聞ヨーロ ッパ支局特派員）、新藤信子
（フィジオ･セラピスト）
1993年 1月 ケンブリッジ大学試験委員会UCLES認定｢日本語
教師養成課程DIPLOMA 450｣開講
1月 英語講座開講
4月 英国国際教育研究所 4周年創立記念日
4月 特別講演会｢21世紀の若者たちへ～国際社会と国
際教育～｣開催 講演：図師照幸（英国国際教育研
究所所長）
ゲ ス ト・ス ピ ー カ ー ： サ ー・リ チ ャ ー ド・ブ ラ ン ソ ン
（ヴァージン・グループ会長）、サー・ヒュー・コータッ
ツィ（元駐日英国大使）
1994年 1月 インターン・スカラシップ（奨学生制度）発足
3月 ケンブリッジ大学試験委員会UCLESから国の公的
試験センター（ナショナル･イグザミネーション･セン
ター）としての活動を委嘱される
4月 英国国際教育研究所 5周年創立記念日
5月 ｢ビジネスマンのための英語｣開講
8月 ｢日本語教育協議会（CJLT）｣発足 第1回総会開催
12月 特別講演会｢日本語教育の現在と未来｣開催 講
演：吉岡英幸（早稲田大学日本語研究研修セン
ター助教授）
12月 ｢日本語教育協議会（CJLT）｣第2回総会 第1回学
会開催
パネル・ディスカッション｢日本語教師に求められる
もの―言語研究の発達とその言語教育への応用｣
パネリスト：図師照幸（英国国際教育研究所所長）、
吉岡英幸（早稲田大学助教授）、星宏人（ロンドン大
学助教授）
12月 『日本語教育研究』（研究紀要）創刊
12月 図師照幸英国国際教育研究所所長がケンブリッジ
大学試験委員会PRINCIPAL-EXAMINERに就任
1995年 1月 『日本語教育協議会会報』第1号発行

4月 英国国際教育研究所 6周年創立記念日
5月 『日本語教育協議会会報』第2号発行
6月 特別講義｢日本語教師のための話し方セミナー｣講
師：加藤清（元中部日本放送アナウンス部部長
6月 特別講義｢日本語の助詞<ね>｣講師：平政子（法政
大学助教授、元ケンブリッジ大学研究員）
6月 ケンブリッジ大学UCLES日本語能力試験（CJJS）実
施
7月 特別講義｢教育学から見えるもの｣講師：浪本勝年
（立正大学文学部教授、日本教育法学会事務局
長）
7月 特別講義｢ことばは何を語るか｣講師：安井泉（筑波
大学助教授）
8月 ｢日本語教育協議会（CJLT）｣第3回総会 第2回学
会開催
講演｢日本語教師に望むもの｣ マークス寿子（作
家、エセックス大学日本語講師）
パネル・ディスカッション｢日本語教育の現状と将来｣
パネリスト：図師照幸（英国国際教育研究所所長）、
マークス寿子（作家、エセックス大学日本語講師）、
小野博（文部省大学入試センター研究開発部教
授）
9月 日英の教育と文化に関する研究協議会（CAJEC）｣
発足 日本側代表に小野博（文部省 大学入試セン
ター研究開発部教授）、英国側代表に図師照幸英
国国際教育研究所所長がそれぞれ就任 後援：英
国三菱電機株式会社
10月 『日本語教育協議会会報』第3号発行
11月 NEWSLETTER｢濫觴（RANSHOO）｣創刊
11月 特別講義｢バイリンガルの科学｣講師：小野博（文部
省 大学入試センター研究開発部教授）
11月 特別講義｢教育学概論A｣講師：三上昭彦（明治大
学教授）
11月 特別講義｢教育学概論A｣講師：浪本勝年（立正大
学教授）
12月 子 ど も の た め の 5 ヵ 国 語 絵 単 語 帳『こ れ っ て、な
に？』（チャレンジ日本委員会編）を英国内の教育
機関や子どもたちに無料配布 後援：NTT
12月 『日本語教育研究』第2号発行
1996年 3月 『日本語教育協議会会報』第4号発行
4月 英国国際教育研究所 7周年創立記念日
6月 ｢日本語試験問題研究会｣発足
6月 『日本語教育協議会会報』第5号発行
6月 ケンブリッジ大学UCLES日本語能力試験（CJJS）実
施
8月 英国国際教育研究所日本事務局を開設
8月 ｢大学生のための日本語教育集中セミナー 日本語
教育実習<夏季>｣開講（第1回）
8月 ｢日本語教育協議会（CJLT）｣第4回総会開催
8月 ｢日英の教育と文化に関する研究協議会（CAJEC）｣
と｢日本語教育協議会（CJLT）｣の合同研究大会開
催
10月 英語講座部門がBRITISH COUNCILの認定を受け
る
11月 『日本語教育協議会会報』第6号発行
1997年 1月 特別講義｢話し方教室―ことばのお化粧｣講師：加
藤清（元中部日本放送アナウンス部部長）
4月 英国国際教育研究所 8周年創立記念日
4月 『日本語教育研究』第3号発行
4月 『日本語教育協議会会報』第7号発行
6月 ケンブリッジ大学UCLES日本語能力試験（CJJS）実
施

6月 パネル・ディスカッション｢日本大改造｣開催 パネリス
ト：図師照幸（英国国際教育研究所所長）、ホーキ･
カズコ（パフォーマンスアーティスト、ライター）
8月 ｢高校生のための国際人養成セミナー 僕たちの地
球｣開講（第1回）
8月 ｢大学生のための日本語教育集中セミナー 日本語
教育実習<夏季>｣開講（第2回）
8月 ｢日本語教育協議会（CJLT）｣第5回総会開催
8月 ｢日英の教育と文化に関する研究協議会（CAJEC）｣
と｢日本語教育協議会（CJLT）｣の合同研究大会開
催
基調講演｢研究することと教育｣図師照幸（英国国際
教育研究所所長）
講演｢日本語教育の現在と未来｣奥田邦男（広島大
学教授）
講演｢日英両語バイリンガル児の言語習得について
―一親一言語アプローチの場合｣奥田久子（広島
修道大学教授）
パネル・ディスカッション｢日本のここを伝えたい・日
本のここを変えたい｣パネリスト：図師照幸（英国国
際教育研究所所長）、奥田邦男（広島大学教授）、
奥田久子（広島修道大学教授）、橋本聡（朝日新聞
ヨーロッパ総局特派員）
10月 『日本語教育協議会会報』第8号発行
12月 ｢日本語教育一日入門セミナー｣開講
1998年 2月 ｢母国語教室GCSE／GCE-A通信コース｣開講
3月 ｢大学生のための日本語教育集中セミナー 日本語
教育実習<春季>｣開講（第3回）
3月 特別記念講演｢東西文化融合の可能性と障害｣講
演：前沢秀忠（日本経済新聞ヨーロッパ社社長）
4月 英国国際教育研究所 9周年創立記念日
4月 ｢母国語教室GCSE／GCE-A春期集中コース｣開講
（第1回）
6月 ケンブリッジ大学UCLES日本語能力試験（CJJS）実
施
7月 『日本語教育研究』第4号発行
7月 『日本語教育協議会会報』第9号発行
8月 ｢中学生と高校生のための国際人養成集中セミナー
僕たちの地球｣開講（第2回）
8月 ｢大学生のための日本語教育集中セミナー 日本語
教育実習<夏季>｣開講（第4回）
8月 ｢日本語教育協議会（CJLT）｣第6回総会開催
｢日英の教育と文化に関する研究協議会（CAJEC）｣
と｢日本語教育協議会（CJLT）｣の合同研究大会開
催
基調講演｢ことばの力｣図師照幸（英国国際教育研
究所所長）
講演｢School bullying and ways of dealing with it｣
Peter K. Smith（ロンドン大学教授）
8月 国際教育パネル・ディスカッション｢子どもにとって学
校はどうあるべきか｣開催 コーディネーター：図師
照幸（英国国際教育研究所所長） パネリスト：清野
初美（教育問題研究家）、ホーキ・カズコ（パフォー
マンスアーティスト、ライター）、深野利恵子（英国暁
星国際大学講師）
9月 ｢日本語教師養成課程DIPLOMA 450｣学外教育実
習（OTP）制度発足
9月 ｢日本語教師養成課程DIPLOMA 450｣学外教育実
習アシスタント・コーディネーター制度発足
1999年 1月 『日本語教育協議会会報』第10号発行
3月 ｢日本語教育一日入門セミナー｣開講
3月 『日本語教育研究』第5号発行

4月 英国国際教育研究所 10周年創立記念日
4月 ｢母国語教室GCSE／GCE-A春期集中コース｣開講
（第2回）
5月 Head of Modern LanguageのConferenceに参加
6月 ケンブリッジ大学UCLES日本語能力試験（CJJS）実
施
7月 ｢子どもたちのための国際人養成集中セミナー 僕た
ちの地球｣開講（第3回）
8月 特別講義｢ローマ字表記の歴史と日本語教科書で
使われるローマ字｣講師：中川和子（北海学園大学
教授）
8月 ｢国際コミュニケーション能力開発法セミナー・児童
英語教育（STEC）｣開講（第1回）
8月 ｢大学生のための日本語教育集中セミナー 日本語
教育実習<夏季>｣開講（第5回）
8月 ｢日本語教育協議会（CJLT）｣第7回総会開催
8月 ｢日英の教育と文化に関する研究協議会（CAJEC）｣
と｢日本語教育協議会（CJLT）｣の合同研究大会開
催
基調講演｢言語分析と教育｣ 図師照幸（英国国際教
育研究所所長）
特別記念講演｢言語の習得と育成―わが子のことば
の採録を通して｣野地潤家（広島大学名誉教授、鳴
門教育大学前学長、全国大学国語教育学会元理
事長）
講演｢児童外国語教育の必要性と意義｣ 伊藤克敏
（神奈川大学教授、JASTEC（日本児童英語教育学
会）元会長・現理事）
講演｢日本における児童を対象とする英語教育―
子どもの言語習得を踏まえて｣ 久埜百合（文化女子
大学講師、財団法人語学教育研究所評議員）
パネル・ディスカッション｢こどもと言葉と教育｣パネリ
スト：野地潤家（広島大学名誉教授、鳴門教育大学
前学長）、伊藤克敏（神奈川大学教授、JASTEC（日
本児童英語教育学会）元会長・現理事）、久埜百合
（文化女子大学講師）
11月 ｢日本語教育一日入門セミナー｣開講
2000年 1月 『日本語教育協議会会報』第11号発行
1月 EDEXCELから国の公的試験センター（ナショナル･
イグザミネーション･センター）としての活動を委嘱さ
れる
2月 第1回国際教育講演会｢総合的な学習の時間と国
際理解教育｣開催（於：東京）
3月 ｢日本語教育一日入門セミナー｣開講
4月 英国国際教育研究所 11周年創立記念日
4月 ｢母国語教室GCSE／GCE-A春期集中コース｣開講
（第3回）
4月 ｢Intensive Practical Dictionary for GCSE Japanese｣
発行（こどもの未来研究室･母国語教室編）
5月 第2回国際教育講演会開催（於：福岡）
基調講演「総合的な学習の時間と国際理解教育」
図師照幸（英国国際教育研究所所長）
講演「小学生の英語学習環境を整えるために」久埜
百合（文化女子大学講師）
講演「早期児童英語教育の意義と目的」伊藤克敏
（神奈川大学教授、JASTEC（日本児童英語教育学
会）元会長・現理事）
講演「The 7 Secrets of Success」 Belinda Griffith
（Course Co-ordinator, 英国国際教育研究所附属
London Language Centre）
5月 第3回国際教育講演会開催（於：東京）
基調講演「ことばの教育が拓くもの―国際教育・児
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童英語教育の可能性」 図師照幸（英国国際教育研
究所所長）
講演「児童英語教育：小学校では、何を、どのように
教えるのか」 久埜百合（文化女子大学講師）
講演「日本の小学校における児童英語教育導入の
方法―最新の言語習得理論の観点から―」 伊藤克
敏（神奈川大学教授、JASTEC（日本児童英語教育
学会）元会長・現理事）
講 演「The 7 Secrets of Success」Belinda Griffith
（Course Co-ordinator, 英国国際 教育研究所附属
London Language Centre）
CS（衛星テレビ放送）番組、｢英国における日本語
教育事情｣（JETRO企画）によって｢日本語教師養成
課程｣が紹介される
Notting Hill & Ealing High Schoolにて日本文化紹
介
ケンブリッジ大学UCLES 日本語能力試験（CJJS）実
施
英国国際教育研究所日本事務局が東京都文京区
へ移転
『日本語教育研究』第6号発行
『日本語教育協議会会報』第12号発行
｢子どもたちのための国際人養成集中セミナー 僕た
ちの地球｣開講（第4回）
『子どもたちのための日本語学習アクティビティ＆実
践報告集』発行
｢国際コミュニケーション能力開発法セミナー・児童
英語教育（STEC）｣開講（第2回）
｢大学生のための日本語教育集中セミナー 日本語
教育実習<夏季>｣開講（第6回）
｢日本語教育協議会（CJLT）｣第8回総会開催
｢日英の教育と文化に関する研究協議会（CAJEC）｣
と｢日本語教育協議会（CJLT）｣の合同研究大会開
催
基調講演｢教室への階段｣ 図師照幸（英国国際教
育研究所所長）
講演｢母語習得過程から外国語教育法を見直す｣
伊藤克敏（神奈川大学教授、JASTEC（日本児童英
語教育学会）元会長・現理事）
講演｢日本の子どもの図書を活用した英語指導の
試み｣ 久埜百合（文化女子大学講師）
国際教育相談会｢小学英語相談室｣開催 講師：久
埜百合（文化女子大学講師）
神戸学院女子短期大学ロンドン語学研修実施
第4回国際教育講演会開催（於：東京）
基調講演「世界の中の日本語と日本の中の英語」
図師照幸（英国国際教育研究所所長）
講演「児童英語教師の条件」 伊藤克敏（神奈川大
学教授、JASTEC（日本児童英語教育学会）元会
長・現顧問）
講演「小学校英語：授業内容と指導方法～楽しい
授業とは？」久埜百合（文化女子大学講師）
日本に住む子どもたちの作文コンクール｢第2回大
きな地球賞｣開催
第5回国際教育講演会開催（於：大阪）
基調講演「世界の中の日本語と日本の中の英語｣
図師照幸（英国国際教育研究所所長）
講演「児童英語教育に何が期待できるか」 伊藤克
敏（神奈川大学教授、JASTEC（日本児童英語教育
学会）元会長・現顧問）
講演「小学校英語：授業内容と指導方法～楽しい
授業とは？」 久埜百合（文化女子大学講師）

11月 教育対談｢最近の教育の動向、教育改革、尐年法
の改正等について｣パネリスト：図師照幸（英国国際
教育研究所所長）、浪本勝年（立正大学教授）
12月 ｢日本語教育一日入門セミナー｣開講
12月 『OTPプログラムアシスタント・コーディネーターのた
めのハンドブック』発行
12月 『日本語教育協議会会報』第13号発行
2001年 １月 沖縄児童英語教育学会主催講演会にて図師照幸
英国国際教育研究所所長が特別講演
１月 第6回国際教育講演会・一日ワークショップ「小学校
英語の理論と実際」開催（於：東京）
基調講演「国際理解教育と教師の位置」図師照幸
（英国国際教育研究所所長）
講 演「英 語 教 育 ― 日 本 の 小 学 校 で ど こ ま で で き
る？」 吉田研作（上智大学教授）
講演「小学校英語に何が期待できるか」 伊藤克敏
（神奈川大学・大学院教授、JASTEC（日本児童英
語教育学会）元会長・現顧問）
ワークショップ「小学生が英語を使ってみたくなる授
業」講師：久埜百合（文化女子大学講師）
ワークショップ「Children in Action―からだを使った
英 語 遊 び」講 師 ： Lynne Rushton（Course Coordinator, 英国国際教育研究所附属London Language Centre）
3月 ｢日本語教育一日入門セミナー｣開講
4月 英国国際教育研究所 12周年創立記念日
4月 ｢母国語教室GCSE／GCE-A春期集中コース｣開講
（第4回）
4月 『日本語教育研究』第7号発行
5月 第7回国際教育講演会・一日ワークショップ開催
（於：東京）
基調講演「教育の未来と小学校英語」 図師照幸
（英国国際教育研究所所長）
パネル・ディスカッション「小学校英語は何を創り、
何を壊すか」コーディネーター：若林茂則（群馬県
立女子大学助教授）パネリスト：図師照幸（英国国際
教育研究所所長）、伊藤克敏（神奈川大学・大学院
教授、JASTEC（日本児童英語教育学会）元会長・
現顧問）、飯塚成彦（白鴎大学教授）、アレン玉井光
江（文京女子大学教授）、冨田祐一（大東文化大学
教授）
ワークショップ「小学生に英語を指導するための
ワークショップ」講師：Stephen Marsland（Course Coordinator, 英国国際教育研究所附属London Language Centre）
5月 第8回国際教育講演会・一日ワークショップ開催
（於：大阪）
基調講演「教育の未来と小学校英語｣講演：図師照
幸（英国国際教育研究所所長）
ワークショップ「小学生に英語を指導するための
ワークショップ」講師：Stephen Marsland（Course Coordinator, 英国国際教育研究所附属London Language Centre）
ワークショップ「教室からの声―楽しい英語学習の
ために」講師：坂本清美（私立聖母被昇天学院小学
校教諭）
5月 EDEXCEL｢GCSE｣｢GCE｣試験実施
6月 『日本語教育協議会会報』第14号発行
6月 St Dunstan’s CollegeにてJapan Day開催
6月 ケンブリッジ大学UCLES日本語能力試験（CJJS）実
施
6月 ｢日本語教育一日入門セミナー｣開講

8月 ｢国際コミュニケーション能力開発法セミナー・児童
英語教育（STEC）｣開講（第3回）
8月 ｢日本語教育協議会（CJLT）｣第9回総会開催
8月 ｢日英の教育と文化に関する研究協議会（CAJEC）｣
と｢日本語教育協議会（CJLT）｣の合同研究大会開
催
基調講演｢言語教育の可能性―言葉の教育は何を
生産するのか｣図師照幸（英国国際教育研究所所
長）
講演｢Teaching English to Young Learners: Principles and Practicalities｣Jayne Moon（リーズ大学教
授）
講 演 ｢Teaching Young Learners ： Three Stages｣
Annie Hughes（ヨーク大学教授）
8月 ｢お父さんとお母さんのためのセミナー／パネル・
ディスカッション―2002年小学校はどう変わるか｣開
催（主催：こどもの未来研究室）パネリスト：図師照幸
（英国国際教育研究所所長）、冨田祐一（大東文化
大学教授）、久埜百合（文化女子大学講師）
9月 日本に住む子どもたちの作文コンクール｢第3回大
きな地球賞｣開催
9月 『日本語の教室から Japanese Language Teaching
Research Internships実践報告・研究論文集』第１号
発行（第1期リサーチインターン）
9月 英 国 国 際 教 育 研 究 所 グ リ ニ ッ ジ・キ ャ ン パ ス
（Charlton House、Mycenae House）開校
9月 グリニッジ・キャンパス開校記念祝賀会開催（於：グリ
ニッジ・ジャンパスCharlton House）
9月 第9回国際教育講演会開催（於：東京）
基調講演｢こどもたちの未来と教育｣図師照幸（英国
国際教育研究所所長）
講演「英語教育と子どもたち―早期英語教育が育
てるものは」アレン玉井光江（文京女子大学教授）
講演「絵本から見た子どもの背景」講演：黒井健（絵
本画家）
パネル・ディスカッション「こどもたちの未来と教育」
パネリスト：図師照幸（英国国際教育研究所所長）、
アレン玉井光江（文京女子大学教授）、黒井健（絵
本画家）
10月 グ リ ニ ッ ジ・キ ャ ン パ ス Charlton House に て Japan
Festival開催
10月 グリニッジ・キャンパスCharlton Houseにて｢日本語
講座（JFL）｣開講
2002年 1月 第10回国際教育講演会・ワークショップ「『総合』は
教師の何を変えるか」開催（於：東京）
基調講演「『総合』は教師の何を変えるか」図師照幸
（英国国際教育研究所所長）
セミナー「始める前に読んでおきたい児童英語教育
の文献」講師：伊藤克敏（神奈川大学・大学院教
授、JASTEC（日本児童英語教育学会）元会長・現
顧問）
セミナー「イマージョンと児童英語教育」講師：飯塚
成彦（白鴎大学教授）
セミナー「教室で言ってはいけない、してはいけな
い十か条」講師：久埜百合（文化女子大学講師）
ワークショップ「小学生に英語を指導するための実
演 指 導」講 師 ： Elizabeth Oldham（Course Coordinator, 英国国際教育研究所附属London Language Centre）
4月 英国国際教育研究所 13周年創立記念日
4月 『日本語教育研究』第8号発行
5月 『日本語教育協議会会報』第15号発行

5月 第11回国際教育講演会・ワークショップ開催（於：大
阪）
基調講演「英語は教育を救うか」図師照幸（英国国
際教育研究所所長）
講演「初めての英語教育（1）発音／発音に自信が
なくても教えられる」アレン玉井光江（文京学院大学
教授）
ワークショップ「You can do it！―Everyday Life and
Fantasy」講 師 ： Lindsay Morley（Course Coordinator, 英国国際教育研究所附属London Language Centre）
5月 第12回国際教育講演会「英語は教育を救うか」開催
（於：東京）
基調講演「英語は教育を救うか」図師照幸（英国国
際教育研究所所長）
講演「初めての英語教育（2）文化／異文化は何を
豊かにするか」毛利嘉孝（九州大学大学院助教授）
ワークショップ「You can do it！―Everyday Life and
Fantasy」講 師 ： Lindsay Morley（Course Coordinator, 英国国際教育研究所附属London Language Centre）
6月 EDEXCEL｢GCSE｣｢GCE-A/AS｣試験実施
6月 ケンブリッジ大学UCLES日本語能力試験（CJJS）実
施
7月 グ リ ニ ッ ジ 区「Anti-Racist Festival」参 加（於 ：
Plumstead Commons）
8月 ｢国際コミュニケーション能力開発法セミナー・児童
英語教育（STEC）｣開講（第4回）
8月 ｢日本語教育協議会（CJLT）｣第10回総会開催
8月 ｢日英の教育と文化に関する研究協議会（CAJEC）｣
と｢日本語教育協議会（CJLT）｣の合同研究大会開
催
基調講演「今、子どもたちに何が必要なのか」図師
照幸（英国国際教育研究所所長）
特別講演「アメリカにおける外国語学習の最近の動
向―早期バイリンガル教育のすすめー」奧田邦男
（広島大学名誉教授、国立大学日本語教育研究協
議会元代表理事）
パネル・ディスカッション「今、子どもたちに何が必要
なのか」コーディネーター：図師照幸（英国国際教
育研究所所長）パネリスト：木村治雄（東京三菱銀行
常務取締役欧州本部長）、大貫康雄（NHKヨーロッ
パ総局総局長）、伊藤克敏（神奈川大学・大学院教
授、JASTEC（日本児童英語教育学会）元会長・現
顧問）、毛利嘉孝（九州大学大学院助教授）、若林
茂則（群馬県立女子大学助教授）
9月 「MA in Language Learning and Japanese Language
Teaching」第1期開講（於：グリニッジ大学Maritime
Greenwichキャンパス）
9月 第13回国際教育講演会開催（於：東京）
基調講演「孤立する日本とその教育―日本的国際
教育の限界―たとえば、総合的な学習の時間など」
図師照幸（英国国際教育研究所所長）
パネル・ディスカッション「孤立する日本とその教育
―日本的国際教育の限界―たとえば、総合的な学
習の時間など」コーディネーター：若林茂則（群馬県
立女子大学助教授）パネリスト：図師照幸（英国国際
教育研究所所長）、浪本勝年（立正大学教授）、ア
レン玉井光江（文京学院大学教授）、池下幹彦（姫
路獨協大学助教授）
10月 グリニッジ区「MADD（Make a Difference Day）」参
加（於：グリニッジ・キャンパスCharlton House）

10月 群馬県立女子大学主催／英国国際教育研究所後
援 第3回「高校生英語スキット・コンテスト」開催
11月 山口県立大学国際文化学部生を対象に国際理解
教育セミナー実施
11月 Japanese Culture Workshop開催
12月 『日本語教育研究』第9号発行
2003年 1月 特別講義「カルチュラル・スタディーズ」講師：毛利
嘉孝（九州大学大学院助教授）
1月 （財）秋田県国際交流協会主催 秋田県教育委員会
共催「日本語ボランティア養成講座」にて図師照幸
英国国際教育研究所所長が講演（於：秋田県男鹿
市）
2月 第14回国際教育講演会・ワークショップ「『総合的な
学習』のエネルギー ―小学英語と英国式プロジェク
ト・ワーク―」開催（於：東京）
基調講演「『総合的な学習』のエネルギー ―国際社
会はどこにあるのか―」 図師照幸（英国国際教育研
究所所長）
ワークショップ「『総合的な学習』のエネルギー―小
学英語と英国式プロジェクト・ワーク―」講師：David
A. Hill（国 際 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 開 発 法 セ ミ
ナ ー・児 童 英 語 教 育（STEC）Academic Coordinator）
2月 Japanese Culture Workshop開催
4月 英国国際教育研究所 14周年創立記念日
4月 ｢母国語教室GCSE／GCE-A春期集中コース｣開講
（第5回）
4月 特別講義「日本研究」講師：毛利嘉孝（九州大学大
学院助教授）
5月 第15回国際教育講演会・ワークショップ「子どもたち
の未来と教育について考える」開催（於：東京）
基調講演「検証＜教科＞か＜総合＞か―小学英語
の位置と未来」 図師照幸（英国国際教育研究所所
長）
特別講演「小学校英語教育の視点」 伊藤克敏（神
奈川大学・大学院教授、JASTEC（日本児童英語教
育学会）元会長・現顧問）
ワークショップ「タスク英語学習の実際―学習材とし
てのイギリス」講師：Lindsay Morley （Course Coordinator, 英国国際教育研究所附属London Language Centre）
5月 EDEXCEL｢GCSE｣｢GCE-A/AS｣試験実施
6月 MP Nick Raynsford 氏 が グ リ ニ ッ ジ・キ ャ ン パ ス
Charlton Houseを訪問
6月 The Hall Hampsteadにて日本語・日本文化紹介授
業を実施
7月 『日本語教育協議会会報』第16号発行
8月 ｢国際コミュニケーション能力開発法セミナー・児童
英語教育（STEC）｣開講（第5回）
8月 群馬県立女子大学夏期英語研修実施
8月 ｢日本語教育協議会（CJLT）｣第11回総会開催
8月 ｢日英の教育と文化に関する研究協議会（CAJEC）｣
と｢日本語教育協議会（CJLT）｣の合同研究大会開
催
基調講演「言語教育の位置と可能性―早期英語教
育と日本語教育」 図師照幸（英国国際教育研究所
所長）
特別講演「異文化コミュニケーションとしての言語教
育」 伊藤克敏（神奈川大学・大学院教授、JASTEC
（日本児童英語教育学会）元会長・現顧問）
10月 群馬県立女子大学主催 英国国際教育研究所後
援 第4回「高校生英語スキット・コンテスト」開催

2004年 1月 宮崎県日南市教育委員会主催「まちづくり講演会」
にて図師照幸英国国際教育研究所所長が講演
演題「ゆとりある教育と学力向上」（於：宮崎）
1月 第16回国際教育講演会「外国語教育の理論と実際
―日本語教育と児童英語教育＜1＞」開催（於：東
京）
基調講演「言語分析の視点―日本語の文法と語彙
Ⅰ」 図師照幸（英国国際教育研究所所長）
講演「子どもの生きる力につながる英語教育―その
具体的方策」 アレン玉井光江（文京学院大学教授）
2月 第17回国際教育講演会「外国語教育の理論と実際
―日本語教育と児童英語教育＜2＞」開催（於：東
京）
基調講演「言語分析の視点―日本語の文法と語彙
Ⅱ」 図師照幸（英国国際教育研究所所長）
講演「小学校英語と中学校英語の境界と連続」 伊
藤克敏（神奈川大学・大学院教授、JASTEC（日本
児童英語教育学会）元会長・現顧問）
2月 成田航空ビジネス専門学校にて図師照幸英国国際
教育研究所所長が講演 演題「国際人とことば―プ
ライドの所在」（於：成田航空ビジネス専門学校）
2月 群馬県立女子大学春期英語研修実施
2月 『日本語教育研究』第10号発行
4月 英国国際教育研究所 15周年創立記念日
4月 British Council Education Fair 出展（於：東京）
4月 ｢母国語教室GCSE／GCE-A春期集中コース｣開講
（第6回）
5月 『日本語教育協議会会報』第17号発行
5月 第18回国際教育講演会開催（於：東京）
基調講演「英国における早期外国語教育の実際」
図師照幸（英国国際教育研究所所長）
パネル・ディスカッション「英語が苦手な教師のため
の小学英語教育入門」コーディネーター：図師照幸
（英国国際教育研究所所長）パネリスト：伊藤克敏
（神奈川大学・大学院教授、JASTEC（日本児童英
語教育学会）元会長・現顧問）、冨田祐一（大東文
化大学教授）、アレン玉井光江（文京学院大学教
授）
5月 EDEXCEL｢GCSE｣｢GCE-A/AS｣試験実施
7月 国際教育シンポジウム「今、子どもたちに何が必要
なのか」開催 講演：図師照幸（英国国際教育研究
所所長）
鼎談：竹下景子（女優）、関口照生（写真家）、図師
照幸（英国国際教育研究所所長）（於：ロンドン大
学）
8月 ｢国際コミュニケーション能力開発法セミナー・児童
英語教育（STEC）｣開講（第6回）
8月 ｢日本語教育協議会（CJLT）｣第12回総会開催
8月 ｢日英の教育と文化に関する研究協議会（CAJEC）｣
と｢日本語教育協議会（CJLT）｣の合同研究大会開
催
基調講演「ことばと国」 図師照幸（英国国際教育研
究所所長）
パネル・ディスカッション「検証GCSE・GCE－A／AS
日本語試験」コーディネーター：赤池清隆（英国国
際教育研究所講師研究員）パネリスト：Lydia Morey
（Chief Examiner for Japanese, Edexcel）、大田よし
子（日本語教師、教育コンサルタント）、岡久悦子
（Tomlinscote School & 6th Form College日本語教
師）、松 本 直 子（英 国 国 際 教 育 研 究 所 講 師 研 究
員）、長 屋 朱 美（英 国 国 際 教 育 研 究 所 講 師 研 究
員）、布施順子（英国国際教育研究所講師研究員）

10月 第1回日本語教育セミナー開講（於：東京） 講師：
図師照幸（英国国際教育研究所所長）、本井昇（横
浜国立大学非常勤講師、英国国際教育研究所講
師研究員）
2005年 2月 成田航空ビジネス専門学校にて図師照幸英国国際
教育研究所所長が講演 演題「ことばと国際人」
（於：成田航空ビジネス専門学校）
2月 第19回国際教育講演会「英国の子どもたちが学ぶ
日本語と日本の子どもたちが学ぶ英語―日英の外
国語教育の理論と実践」（於：東京）
基調講演「英国の子どもたちが学ぶ日本語」 図師
照幸（英国国際教育研究所所長）
講演「日本の子どもたちが学ぶ英語」 アレン玉井光
江（文京学院大学教授）
2月 Purleigh Primary SchoolにてJapanese Day開催
3月 Bohunt SchoolにてJapanese Experience Day開催
4月 英国国際教育研究所 16周年創立記念日
4月 ｢母国語教室GCSE／GCE-A春期集中コース｣開講
（第7回）
5月 『日本語教育研究』第11号発行
5月 第20回国際教育講演会「英国の教育と日本の教育
Ⅰ 検証ことばと学力」（於：東京）
基調講演「英国のナショナル・カリキュラムと学力」図
師照幸（英国国際教育研究所所長）
講演「小・中・高・大で求められる英語力とその養成
―神経科学からの示唆を中心に―」 伊藤克敏（神
奈川大学・大学院教授、JASTEC（日本児童英語教
育学会）元会長・現顧問）
講演「The interface between SLA theory／research
and the development of language ability」 Dr Alessandro Benati（Head of Department: Languages and
International Studies, University of Greenwich）
5月 EDEXCEL｢GCSE｣｢GCE-A/AS｣試験実施
8月 ｢国際コミュニケーション能力開発法セミナー・児童
英語教育（STEC）｣開講（第7回）
8月 ｢日本語教育協議会（CJLT）｣第13回総会開催
8月 ｢日英の教育と文化に関する研究協議会（CAJEC）｣
と｢日本語教育協議会（CJLT）｣の合同研究大会開
催
基調講演「子どものことばをどう育てるか―そのまな
ざしの在処」 図師照幸（英国国際教育研究所所長）
特別講演「国際化時代における子どもの言語教育」
伊藤克敏（神奈川大学・大学院名誉教授、JASTEC
（日本児童英語教育学会）元会長・現顧問）
パネル・ディスカッション「子どものことばをどう育てる
か」コーディネーター：図師照幸（英国国際教育研
究所所長）パネリスト：伊藤克敏（神奈川大学・大学
院名誉教授、JASTEC（日本児童英語教育学会）元
会 長・現 顧 問）、田 口 知 子（ウ ェ ー ル ズ 補 習 校 校
長）、森口祐子（ロンドン大学Goldsmith College博
士課程）、土屋まどか（ロンドン大学教育研究所博
士課程）
9月 London College of Education, Graduate School
（LCE-GS）創設
9月 「Diplo-MA in Language Learning and Japanese
Language Teaching」第1期開講
10月 宮崎市日南市主催国際教育講演会にて図師照幸
英国国際教育研究所所長が講演 演題「Life is
beautiful!―日本人はかつてイギリス人だった」（於：
宮崎県日南市飫肥小村寿太郎記念館）
10月 姫路獨協大学にて図師照幸英国国際教育研究所
所長が講演 演題「テロリストがリュックを背負って自
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爆した2005年7月7日、ロンドン。その夜、ぼくはパブ
でビターを飲んでいた。―国際理解教育あるいは
外国語教育の目指すもの」（於：姫路獨協大学）
神奈川大学にて図師照幸英国国際教育研究所所
長が講演 演題「国際理解教育あるいは外国語教
育のめざすもの 今日の英国事情―言語教育を中
心に」（於：神奈川大学）
成田航空ビジネス専門学校にて図師照幸英国国際
教育研究所所長が講演 演題「国際人とは何か」
（於：成田航空ビジネス専門学校）
英国国際教育研究所 17周年創立記念日
｢母国語教室GCSE／GCE-A春期集中コース｣開講
（第8回）
EDEXCEL｢GCSE｣｢GCE-A/AS｣試験実施
第21回国際教育講演会「英国の教育と日本の教育
Ⅱ 検証 小学校外国語教育はどこへ行くのか」（於：
東京）
基調講演「小学校外国語教育：A Strategy for England」 図師照幸（英国国際教育研究所所長）
講演「小学校『英語活動』を中・高英語教育にどのよ
うに繋ぐのか」 伊藤克敏（神奈川大学名誉教授、
JASTEC（日 本 児 童 英 語 教 育 学 会）元 会 長・現 顧
問）
講演「児童英語教育の可能性―日本の小学校教育
の現状を踏まえて―」 坂本ひとみ（東洋学園大学教
授）
沖縄国際大学にて図師照幸英国国際教育研究所
所長が講演 演題「大学生であるということ―英国か
らみた日本の教育と日本」（於：沖縄国際大学）
沖縄キリスト教短期大学にて図師照幸英国国際教
育研究所所長が講演 演題「大学生であるというこ
と―英国からみた日本の教育と日本」（於：沖縄キリ
スト教短期大学）
沖縄児童英語教育研究会（OASTEC）総会にて図
師照幸英国国際教育研究所所長が講演 演題「子
どもの未来に言葉はどう関わるのか―英国における
教育改革と外国語教育―」（於：沖縄キリスト教大
学）
｢国際コミュニケーション能力開発法セミナー・児童
英語教育（STEC）｣開講（第8回）
｢日本語教育協議会（CJLT）｣第14回総会開催
｢日英の教育と文化に関する研究協議会（CAJEC）｣
と｢日本語教育協議会（CJLT）｣の合同研究大会開
催
基調講演「教師の役割―日本語を教える・英語を教
える」 図師照幸（英国国際教育研究所所長）
特別講演「外国語教授法総点検・脳の発達と機能
を 踏 ま え」 伊 藤 克 敏（神 奈 川 大 学 名 誉 教 授、
JASTEC（日 本 児 童 英 語 教 育 学 会）元 会 長・現 顧
問）
特 別 講 演「The Teaching of Language to Young
Learners: Linking Understanding, Principles and
Practice」 Annie Hughes（ヨーク大学Assistant Director EFL Unit、 Programme Creator and Director MA
in TEYL
「日本語教育実習プログラム Teaching Practice－大
学生・社会人を対象日本語教育<2006年夏季>」開
講
神奈川大学にて図師照幸英国国際教育研究所所
長が講演 演題「英国における言語教育の現状」
（於：神奈川大学）
Bohunt SchoolにてJapanese Experience Day開催

11月 Croham Hurst School MFL activity morningに参加
2007年 2月 成田航空ビジネス専門学校にて図師照幸英国国際
教育研究所所長が講演 演題「今日まで、そして明
日から。<私>とCommunication」（於：成田航空ビジ
ネス専門学校）
4月 英国国際教育研究所 18周年創立記念日
4月 ｢母国語教室GCSE／GCE-A春期集中コース｣開講
（第9回）
5月 『日本語教育研究』第12号発行
5月 第22回国際教育講演会「英国の教育と日本の教育
Ⅲ 検証 小学校外国語教育の視点」（於：東京）
基調講演「英国の言語教育政策と日本の小学校英
語」 図師照幸（英国国際教育研究所所長）
講演「日本における早期外国語教育の展望」 伊藤
克敏（神奈川大学・大学院名誉教授、JASTEC（日
本児童英語教育学会）元会長・現顧問）
講演「プロジェクト・ワークと小学校英語」坂本ひとみ
（東洋学園大学教授）
5月 EDEXCEL｢GCSE｣｢GCE-A/AS｣試験実施
5月 成田航空ビジネス専門学校にて図師照幸英国国際
教育研究所所長が講演 演題「どうして、わたしは、
いま、ここにいるのだろう―きょうまで、そして、あした
から」（於：成田航空ビジネス専門学校）
5月 神奈川大学にて図師照幸英国国際教育研究所所
長が講演 演題「大学生であるとは何だ 国際社会
における知性と言語」（於：神奈川大学）
7月 Haggerston SchoolにてJapanese Language Day開催
8月 ｢国際コミュニケーション能力開発法セミナー・児童
英語教育（STEC）｣開講（第9回）
8月 ｢日本語教育協議会（CJLT）｣第15回総会開催
8月 ｢日英の教育と文化に関する研究協議会（CAJEC）｣
と｢日本語教育協議会（CJLT）｣の合同研究大会開
催
基調講演「学校教育と外国語」 図師照幸（英国国
際教育研究所所長）
特別講演「ことばの習得と喪失―言語教育への示
唆を求めて―」 伊藤克敏（神奈川大学・大学院名
誉教授、JASTEC（日本児童英語教育学会）元会
長・現顧問）
パネル・ディスカッション「学校教育と外国語」コー
ディネーター：図師照幸（英国国際教育研究所所
長）パネリスト：伊藤克敏（神奈川大学・大学院名誉
教授、JASTEC（日本児童英語教育学会）元会長・
現顧問）、藤原尚美（フリージャーナリスト、元毎日
新聞記者）、ニュートン雅子（英国国際教育研究所
講師研究員）、杉澤寛治（英国国際教育研究所大
学院生、元小学校校長）、坂下孝憲（英国国際教育
研究所大学院生、元中学校校長）
10月 高知大学にて図師照幸英国国際教育研究所所長
が講演 演題「国際交流 その視点と可能性―英国
と日本」（於：高知大学）
11月 Charlton House 建 立 400 年 記 念 Japanese Culture
Day開催
2008年 3月 Bohunt School にてJapanese Experience Day開催
4月 英国国際教育研究所 19周年創立記念日
4月 ｢母国語教室GCSE／GCE-A春期集中コース｣開講
（第10回）
5月 EDEXCEL｢GCSE｣｢GCE-A/AS｣試験実施
5月 成田航空ビジネス専門学校にて図師照幸英国国際
教 育 研 究 所 所 長 が 特 別 講 演
演 題
「Communication ことばと仕事とプライド」（於：成田
航空ビジネス専門学校）

5月 神奈川大学にて図師照幸英国国際教育研究所所
長が講演 演題「英国の教育と文化 その問題点と
可能性 英国と日本」（於：神奈川大学）
5月 第23回国際教育講演会「英国の教育と日本の教育
Ⅳ 検証 小学校外国語教育の視点」（於：東京）
基調講演「小学校英語教育の視点」 図師照幸（英
国国際教育研究所所長）
記念講演「小学校英語教育の未来」 伊藤克敏（神
奈川大学・大学院名誉教授、JASTEC（日本児童英
語教育学会）元会長・現顧問）
講演「小学校英語活動とプロジェクト・ワーク」 坂本
ひとみ（東洋学園大学教授）
5月 国際言語教育賞・児童英語教育部門（伊藤克敏
賞）授与式開催（於：東京）
6月 東洋学園大学にて図師照幸英国国際教育研究所
所長が講演 演題「ことばの教育と教師」（於：東洋
学園大学）
7月 Haggerston SchoolにてJapanese Language Day開催
8月 ｢日本語教育協議会（CJLT）｣第16回総会開催
8月 ｢日英の教育と文化に関する研究協議会（CAJEC）｣
と｢日本語教育協議会（CJLT）｣の合同研究大会開
催
基調講演「異文化理解と言語教育」 図師照幸（英
国国際教育研究所所長）
特別講演「異文化能力養成と外国語教育」 伊藤克
敏（神奈川大学・大学院名誉教授、JASTEC（日本
児童英語教育学会）元会長・現顧問）
8月 Open College「保護者のためのGCSE／AS・Aレベ
ル日本語試験解説」「楽しい日本語～家庭でできる
日本語を使った活動（4歳～6歳児対象）～」開講
9月 Open College「保護者のためのGCSE／AS・Aレベ
ル日本語試験解説」「楽しい日本語～家庭でできる
日本語を使った活動（4歳～6歳児対象）～」開講
12月 Open College「保護者のためのGCSE/AS/Aレベル
日本語試験解説」開講
Open College「A2 Introductory Seminar」開講
2009年 3月 Bohunt School Japanese Experience Day開催
4月 英国国際教育研究所 20周年創立記念日
4月 「母国語教室GCSE/AS/A2春期集中コース」開講
（第11回）
5月 EDEXCEL「GCSE」「AS」試験実施
6月 EDEXCEL「A2」試験実施
8月 「日本語教育協議会（CJLT）」第17回総会開催
8月 「日 英 の 教 育 と 文 化 に 関 す る 研 究 協 議 会
（CAJEC）」と「日 本 語教 育協議 会（CJLT）」の 合 同
研究大会開催
基調講演「言語教育の最前線―言語と教育」図師
照幸（英国国際教育研究所所長）
研究発表「Transfer-of-training effects with processing instruction」 Alessandro Benati（英国グリニッジ
大学教授）
研究発表「日本語の敬語―用法と話し手に対する
評 価 へ の 影 響 ―」宮 崎 さ と み（エ ジ ン バ ラ 大 学
ティーチングアシスタント）
研究発表「日本語を外国語として学んでいる学生の
内発的動機を高めるための自己決定効果につい
て」大野綾子（英国国際教育研究所・グリニッジ大
学大学院生）
研究発表「学習者のモチベーション維持における宿
題の役割について」荒巻徳子（英国国際教育研究
所講師研究員）
研究発表「効果的な文字指導とは―どのような活動
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ジ大学教授）
研究発表「日本のポップカルチャー熱が学習者の
モチベーションと日本語能力の発展に及ぼす影響
―大量のアニメ視聴は学習者の日本語にどのような
影響をもたらすか―」北村慶子（英国国際教育研究
所・グリニッジ大学大学院生）
研究発表「日本語教育において文化はどう生きるか
―Westminster Under Schoolでの研究授業を通し
て」小紫富久枝（英国国際教育研究所リサーチ・イ
ンターン）
研究発表「母国語教室から―L君の場合」倉地純子
（英国国際教育研究所・こどもの未来研究室「母国
語教室」講師研究員）
研究発表「様々な学習法とマインドマップの効用」
ジ ャ イ ル ズ 史（St.Michael’s Catholic Grammar
School 日本語教師）
研究発表「実践報告 日本語学習ストラテジーを考
慮した学習スタイル別の指導」奥原順子（St. Vincent College 日本語教師）
Open College「保護者のためのGCSE/GCE-AS・Aレ
ベル日本語試験解説」開講
高知県須崎南中学校にて図師照幸英国国際教育
研究所所長が講演 演題「愛する人が何人います
か。国際人ができること。国際人になる方法」
Bohunt School Japanese Experience Day開催
英国国際教育研究所 22周年記念日
「母国語教室GCSE/AS・A2春期集中コース」開講
（第13回）
EDEXCEL「GCSE」試験実施
東日本大震災チャリティー・イベント開催（於：グリ
ニッジ・キャンパスCharlton House）

History of IIEL
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が文字習得に効果をもたらすか―」宇野仁美（英国
国際教育研究所リサーチ・インターン）
研究発表「中国における日本語の早期教育につい
て」堀咲子（早稲田大学大学院生、武漢大学元専
任講師）
東 洋 学 園 大 学 に て 3 日 間 に わ た り、「IIEL Open
College in Tokyo 検証：日本の教育2009－ことばと
教育」実施
対談「子どもの風景―私たちが子どもだったころ」竹
下景子（女優）、図師照幸（英国国際教育研究所所
長）
講演「早期英語教育の現状と未来」伊藤克敏（神奈
川大学・大学院名誉教授．日本児童英語教育学会
元会長・現顧問）
講演「太鼓は打たなければ鳴らない―教師の役目
は＜刺激＞のバチを振り続けること」黒川鍾信（作
家．第51回日本エッセイストクラブ賞受賞．明治大
学元教授）
講演「Key issues in second language acquisition and
implications for second language teaching」
Alessandro Benati（英国グリニッジ大学教授）
講義「小学校英語の方法① Story-Based Curriculum-Teaching English in a meaningful context」アレ
ン玉井光江（千葉大学教授．テンプル大学大学院
日本校准教授）
講義「小学校英語の方法② プロジェクトワークと小
学校英語」坂本ひとみ （東洋学園大学教授）
第2回国際言語教育賞・児童英語教育部門（伊藤
克敏賞）授与式開催（於：東洋学園大学）
グ リ ニ ッ ジ 大 学 日 本 語 コ ー ス 開 講（於:Greenwich
Campus-Charlton House）
London Expoにて日本語レッスンを実施（於: Excel
London）
Open College開催 講演・対談「日本の政権交代で
教育がどう変わるか」波本勝年（日本教育政策学会
会長、立正大学教授）、図師照幸（英国国際教育研
究所所長）／「保護者のためのGCSE／AS・Aレベ
ル日本語試験概説」松本直子（英国国際教育研究
所講師研究員）（於:Rudolf Steiner House）
英国国際教育研究所 21周年創立記念日
「母国語教室GCSE/AS/A2春期集中コース」開講
（第12回）
EDEXCEL「A2」試験実施
London College of Education, Graduate School
（LCE-GS） 英語教育学科 児童英語教師養成課程
第1期 開講
Bohunt School Japanese Experience Day開催
EDEXCEL「AS」試験実施
EDEXCEL「GCSE」「A2」試験実施
Open College開催 「日本語教育：教えるための日
本語分析の方法」図師照幸（英国国際教育研究所
所長）／「児童英語教育：初めての人のための児童
英語教育入門～基礎編～」（床嶋友実英国国際教
育研究所 講師研究員）（於：ロンドン大学UCL）
「日本語教育協議会（CJLT）」第18回総会開催
「日 英 の 教 育 と 文 化 に 関 す る 研 究 協 議 会
（CAJEC）」と「日 本 語教 育協議 会（CJLT）」の 合 同
研究大会開催
基調講演「想像する言語」図師照幸（英国国際教育
研究所所長）
講 演「Second Language Acquisition and Second
Language Teaching」Alessandro Benati（英国グリニッ

