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NUFS Workshop 2009

Newsletter No. 13
Final Presentation
Date: March 27, 2010, 14:30-17:30,
March 28, 2010, 9:30-12:30
Venue: Conference room at Irago Garden Hotel
The number of participants: 18
Advisors: Nancy Mutoh, Kazuyoshi Sato (Nagoya University
of Foreign Studies)
Abstract: Each action research group member made their final
presentation on their action research. They reported what they
did, what happened, what they learned, future issues and so on.
They had a great time at Koijigahama beach after that.

Comments from the participants
1. What do you think of the action research project you
have participated in? Did it help you to improve your
teaching skills?


授業改革あるいはより効果的な授業を創造しようとしている
先生たちの集まりに参加できることはとても有益で刺激的で
ある。参加される先生たちから技術のみならず精神的なことも
学ぶことができる。



自分自身は後半はあまり monthly report がかけなかったという反省がありますが、5 月にプランを作ったこと
で一年の目標は常に頭にあった状態で授業ができたのでその分、1 年の授業の流れとして一貫性を持てたこと
が良かったと思います。



アクションリサーチで自分の取り組みを発表したり他の人の発表を聞いたりアドバイスをもらったりするこ
とで新しい発見や気づきにつながり自分が理想とする授業に近づくためのとても充実した授業改善ができま
した。



Yes, it helped me to improve my teaching methods. It motivated me to look for better ways to teach.

 My action research of this school year didn’t work well. I gave up on the way because of the pressure
of entrance exams. However, without this project, I would have given up at the beginning. It motivated
me to try the challenging environment.
 Through the action research I have done this year, I began to feel that what is supposed to be an idea;
approach might not always be suitable for high school environment. It seems much more important to
establish classroom discipline and to help students convinced on what they are supposed to do. I now
feel my workplace and my students are not ready yet for what I have done this year.

2. How was a monthly report and presentation?


毎月レポートを提出するということはたいへんではあるが 1 カ月ごとに自分の指導を振り返る機会を得るこ
とができるので良い。毎月、参加した先生方のレポートの中に新しいアイデアを見つけ、それを次の機会に
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生かすことができる。


ワークショップに参加できないことが多く、数回しか発表できなかったが、それでも発表のために生徒のコ
メントやワークシートを見直し、活動を振り返ることができて良かった。アクションリサーチのレポートを
作成するために生徒のコメントや声に注目するようになった。



最初のうちはマンスリーレポートの書き方もよく分からない面もありましたが、だんだん、現在自分の抱え
ている問題をピックアップして取り上げたり、生徒の活動の様子をレポートするのに慣れてきました。

 Sometimes I had difficulty thinking of new activities that were report worthy. Presenting the results
was helpful though because of the advice from other students after.


It was fun. The other teachers were very supportive. They gave me good suggestions and helped me.
They have the courage to keep trying to improve.

3. How do you feel of a monthly workshop? Did you learn any good ideas from the instructor?
Which one(s) did you like the best? What kinds of topics do you want for future workshops?


毎回違うトピックでインストラクターと内容が変わるのでいろいろなアイデアを効率的に短時間に touch で
きる。そこから自分の teaching の状況に合わせて深く掘り下げていくチャンスを与えてくれる。学習者の
learning style などについてのものが興味あります。



今年度は忙しく、なかなかワークショップに参加できませんでした。ワークショップでの時間は短く限られ
ていますが、それを元に自分で勉強したり調べていけばよいので、トピックは何でも良いと思います。時々
目からウロコ…と思う時があります。



場所時間の設定が全く異なるが、
3 月の Final Workshop は互いの情報を share できている仲間なので presentation
において自分の意見を誤解を与えないようにかなり深く述べることができたし、落ち着いて他のメンバーの
発表を聞くことができた。一方 Monthly workshop での発表はメンバーも毎回変わり、時間に追われ、落ち着
かない雰囲気になるため毎回未消化という気分を残して終わっていた。

 Every workshop was impressive, particularly ‘Literature circles’, ‘Rubrics’ and ‘Extensive reading’,
which were directly relevant to what I am going to or I was doing.
 I liked the workshops although some of them didn’t relate to my teaching context such as extensive
reading. I found it interesting though anyway. I would like to learn more about group dynamics.

4. How can we improve this action research project? Please write your comment/advice.


中・高という分け方もいいが、分野別でリーディング、ライティングなんていう分け方（中高一緒で）も新
しいものが開けていいと思います。だんだん同じ人の同じようなことをいつも聞いているような気がして…



どんどん知り合いばかりになるので色々な所から新しい参加者がいるともっと面白くなりますね。各県で模
擬ワークショップを 1 回やってみるっていうのはどうでしょうか。



プロジェクターとスクリーンがあると speaking test などの様子を紹介しやすいと思います。

 I’m satisfied with the current contents, which will be very helpful for me even the contents are the
same as the one I’ve already taken part in. If possible, I’d like some staffs of the Board of Education or
administrators, or more teachers working in ‘shingakuko’.
 It would be nice if there was equipment for us to use. If we could make power point presentations or
show video it would be good, but we need a projector and screen.

Thank you for your cooperation to the NUFS Workshop 2009.
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