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第32回 

主催： 一般財団法人 国際教育振興会 

協力： 日米会話学院 

申込受付期間 

2023年2月1日(水)～3月23日(木) 

2023年3月26日(日)～3月30日(木) 



【ご挨拶】 
 
 

英語教育方法研究セミナーは、英語教育の実践に携わられている中学・高校および小学校の現職教員の方々を主な対象として
2000年より、実施してまいりました。 
 

第32回セミナーは2022年8月に続き、英語教育の専門家の先生方を講師としてお招きし、全国どこからでもご参加いただけるよう
オンライン（Zoom）にて開催いたします。 
 

ウィズコロナ状況下での教育が定着しつつある中、全国の先生方におかれましては新時代の学校運営や学びの方法を目指してさま
ざまな努力と工夫を続けられていることと存じます。 
 今年度は、2020年度小学校、2021年度中学校と段階を踏んで実施されてきた学習指導要領の改訂の最終段階となる、高等
学校学習指導要領の改訂の初年度にあたります。日本の英語教育も大きな変貌を遂げつつあり、これら改革を成功に導いていくため
に皆さまが大きな役割を担われていくものと思っております。 
 

今年度はセミナーの全体テーマを「学習指導要領改訂への対応を踏まえつつ、グローバルに活躍できる人材を育てる指導とは」 と
設定し、現場の先生方の悩みを解決し、指導の指針となるべく各セミナーを展開して参ります。 

また、英語の先生方のみならず、一般の英語学習者にとって有効な講座も提供いたします。 
 

本セミナーが英語教育にかかわる皆様、英語スキルの向上を目指す皆様にとって有益なものとなりますよう、ご多忙とは存じますが、
是非ともご参加くださいますようご案内申しあげます。 

 
 

一般財団法人国際教育振興会 代表理事 
日米会話学院 学院長 
金野 洋 

 
 
 

【概要】 
 

主 催 
一般財団法人 国際教育振興会 
International Education Center （IEC） 

協 力 日米会話学院 

日  程 
2023年3月26日（日）～3月30日（木） 
詳細は次ページ以降をご確認ください。 

会 場 オンラインセミナー 

対 象 小学校教員、中学・高校の英語教員、英語教員志望の大学生、英語教育に関心のある一般社会人など。 

申 込 方 法 最終ページの募集要項をご確認ください。 

申込受付期間 
2023年2月1日（水）～3月23日（木） 
各セッション開講7日前までにお申し込みください。申込順の受付で、定員に達し次第締め切ります。 
各セッションの空き状況につきましてはお電話にてお問い合わせください。 
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【講座一覧】 
授業はオンライン（Zoomを使用）にて行います。 

 
セッション 科目名 講師 日程 時間  定員 

(名) 受講料 コード 
番号 

１ 生徒主導型All English Classの実現に向けて 理論編 HÜG, Joe 3/26(日) 09:30～12:30 
（180分） 24 9,000円 54721 

2 生徒主導型All English Classの実現に向けて 実践編 HÜG, Joe 3/28(火) 13:30～16:30 
（180分） 12 9,000円 54722 

3 成功する授業ディベート 理論編 山口 和彦 3/26(日) 13:30～15:30 
（120分） 24 6,000円 54723 

4 成功する授業ディベート 実技編 山口 和彦 3/27(月) 13:30～15:30 
（120分） 12 6,000円 54724 

5 スピーキング力を効果的につける4つのヒント 浦島 久 3/26(日) 16:00～18:00 
（120分） 24 6,000円 54725 

6 記憶に残る語彙指導 内田 浩樹 3/27(月) 09:30～12:30 
（180分） 24 9,000円 54726 

7 生徒を惹き付けるティーチャートーク 内田 浩樹 3/28(火) 09:30～12:30 
（180分） 24 9,000円 54727 

8 Reading Aloud から Reading Alive へ  
～聞き手を意識した伝わる朗読＆プレゼンテーション～ 入門編 青谷 優子 3/29(水) 09:30～12:30 

（180分） 12 9,000円 54728 

9 Reading Aloud から Reading Alive へ  
～聞き手を意識した伝わる朗読＆プレゼンテーション～ 実践編 青谷 優子 3/29(水) 13:30～16:30 

（180分） 12 9,000円 54729 

10 英語らしい発音で語りましょう︕ 
～TEDで上達、英語発音～ 靜 哲人 3/30(木) 10:00～12:00 

（120分） 10 6,000円 54730 

11 英語らしい発音で歌いましょう︕ 
～”アナ雪”で上達、英語発音～ 靜 哲人 3/30(木) 13:30～15:30 

（120分） 10 6,000円 54731 

12 はじめてのIELTSライティング指導 嶋津 幸樹 3/30(木) 13:00～15:00 
（120分） 24 6,000円 54732 

 ※ 各セッションは、質疑応答・休憩の時間を含みます。 
 ※ セッション2、4、8、9、10、11は個別発表・個別フィードバックを含む内容のため少人数での実施となります。 
 ※ 学費は消費税込みの金額です。 

セミナーはすべてオンラインで行います（Zoomを使用）。 
授業開始5分前にはZoomに入り、ご準備ください。 
マイクオン・カメラオンでのご参加をお願いいたします。 

Zoom環境（システム必要条件）  ■■ご受講前に、以下のZoom環境をあらかじめ、ご確認ください■■  
 インターネット接続には有線または無線ブロードバンドをご利用ください。4Gまたは5G／LTEでも可能ですが、月別のデータ重量制限を

越えると追加料金が発生する場合があります。 
 スピーカーとマイク、ウェブカメラが使用できる機器が必要です。パソコンが理想ですが、スマートフォンやタブレットPCでも可能です。

その際は、ヘッドセット（マイク付きイヤホン）などの使用が便利です。 
 設定については、下記をご参照ください。 

 https://www.nichibei.ac.jp/news_archive/information/_zoom.html 
 詳しくはZoomのヘルプデスクをご覧ください。 

 https://support.zoom.us/hc/ja/categories/200101697 
  

https://www.nichibei.ac.jp/news_archive/information/_zoom.html
https://support.zoom.us/hc/ja/categories/200101697
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【講座紹介】 
■セッション1／セッション2    

講座名 日程 時間 定員 コード番号 

セッション1 
生徒主導型All English Classの実現に向けて 理論編 3/26（日） 

9:30～12:30 
（180分） 24 54721 

中学・高校・大学のAll Englishクラスを学生主導型の活気のある学びとインタラクション（受信・発信）の場に進化させるために
は、講師によるどのような指導とサポートが必要とされるのか？ 

本講座では多くの先生方の頭を悩ますこの難題を解決するための理論と戦略を学び、自ら体験します。 

理論編では positive mindset の重要性を理解し、教室環境でそれを浸透させ、日常化するためのさまざまなアプローチを習
得します。大学で教鞭をとりつつ、日本企業のグローバルビジネスリーダー養成プログラムに深くかかわる講師の伝授する最先端理
論と戦略は、教室の雰囲気と学生の学びに対する姿勢を大きく変えていくでしょう。 

コロナ禍で学生との直接的な接触が取りにくい日々が続く中で、活気のあるクラスを実現するために、理論編と実践編を合わせて
受講することをお奨めします。 

 
参考文献:（事前に目を通してください） 
 https://connect.springerpub.com/content/book/978-0-8261-7718-6/part/part01/chapter/ch01 
https://connect.springerpub.com/content/book/978-0-8261-7718-6/part/part02/chapter/ch11 
 
※使用教材： パワーポイント（Zoom上で画面シェア） 

※講師：  HÜG, Joe 
※注：この授業は全て英語で実施します。 

セッション2 
生徒主導型All English Classの実現に向けて 実践編 3/28（火） 13:30～16:30 

（180分） 
12 54722 

実践編では「魅力的でダイナミックな教室環境をいかに生み出すか」を目標に、グループディスカッション、ネゴシエーションの進め方を
実践的に練習し、フィードバックを受けます。日本人学生に欠けがちな「taking initiative（率先して行う）」を日常化させるため
のアクションをまずは先生が体験してみませんか。 

 
※使用教材： パワーポイント（Zoom上で画面シェア） 
※講師： HÜG, Joe 
※注：この授業は全て英語で実施します。 

 HÜG先生 新共著ご紹介 
Business and Management in Asia: Digital Innovation and Sustainability (Springer) 
Japanese Sogo Shosha Corporations and Hidden Champions’ Barriers to Digital Transformationの章を執筆  

 
  

https://connect.springerpub.com/content/book/978-0-8261-7718-6/part/part01/chapter/ch01
https://connect.springerpub.com/content/book/978-0-8261-7718-6/part/part02/chapter/ch11
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■セッション3／セッション4   ★一般の英語学習者の方々にもお奨めの内容です。★ 
講座名 日程 時間 定員 コード番号 

セッション3 
成功する授業ディベート 理論編 3/26（日） 13:30～15:30 

（120分） 
24 54723 

「論理表現のディベートは無理」、「ディベートはやってみたいけど、不安」など、英語ディベートを授業に導入されることに躊躇されて
いる先生方は多いと思われます。様々な理由から実施に踏み切れない学校の方が多いというのが実情でしょう。そして「やってみた
けれども、うまくいかない」、という経験をされた方もおられるでしょう。ご自身が高校生だった時も学生時代も経験がないという先生
にとって、ディベートの敷居は確かに高いと思います。しかし、生徒の総合的な英語力を高めるために、授業にディベートを取り入れ
ることには大きなメリットがあります。英語運用能力はGTECでも裏付けされていますが、大きく伸びます。生徒同士のインタラクショ
ンを増やし、批判的思考と論理的表現、英語力を高める授業をどう作るかをご紹介いたします。 
本講座では、授業ディベートを取り入れる理由から、授業計画の進め方、授業運営の方法までを実践例を踏まえてご紹介いたし
ます。「授業ディベートはただ教科書に載っているからやる」ではきっと上手くいかないでしょう。成功させるためには、該当レッスン以
外でのディベートに繋がる活動が重要になります。お勧めする1つはプレゼンテーション・バトル。中学生でも高校生でも実施可能な
活動で、これを経験することがディベートへと繋がります。この講座を通じ、理論と実践例を踏まえ、早速日々の授業をディベートに
繋がるものに変えてみませんか？きっと生徒の今までにないような大きな成長を見ることができると思います︕ 
 
※使用教材： Keynote（Mac版のPowerPoint）、授業動画を用います。 
※講師： 山口 和彦  YAMAGUCHI, Kazuhiko 

セッション4 
成功する授業ディベート 実技編 3/27（月） 13:30～15:30 

（120分） 
12 54724 

実技編では、授業ディベートのいくつかを実際に体験し、ジャッジの仕方についても経験を通して学んでいきます。可能な限り理論
編の受講と事前資料のお目通しをお願いいたします。ご自身で体験してから授業を行うことはとても重要ですが、そういう機会はあ
まりなく、身近な同僚と練習するのは恥ずかしい、という方も多いでしょう。実際、経験してから授業をするのと未経験のまま手探り
で授業するのでは大きな違いがあります。ご自身で体験し、どういう所を授業で気をつけるべきか、体験を通じてご理解頂けると思
います。まずは気軽に体験してみましょう︕ 
 
※使用教材： Keynote（Mac版のPowerPoint）、授業動画を用います。 
※講師： 山口 和彦  YAMAGUCHI, Kazuhiko 
※注：2022年夏季セミナーで理論編を受講なさった方は実技編のみのご参加も歓迎します。 

 
■セッション5  

講座名 日程 時間 定員 コード番号 

セッション5 
スピーキング力を効果的につける4つのヒント 3/26(日) 16:00～18:00 

（120分） 24 54725 

大学の専攻はビジネス、教員免許なし、留学経験もなく独学で英語を極めた講師による英語習得法をお届けします。 
現在は創立46年となる「ジョイ・イングリッシュ・アカデミー」学院長、小樽商科大学特認教授として帯広から英語を学ぶ喜びを全
国へ発信しています。ベストセラー『1分間英語で自分のことを話してみる』など41冊の英語教材の著者でもある講師が、自らの体
験からスピーキング力向上のための4つのヒントを紹介します。 
（1）会話上手は質問上手 
（2）自己紹介から「自分を語る英語」へ  
（3）ひとりごと英語で表現力をつける 
（4）アドリブがあなたの英語を変える   
それぞれのヒントにかかわるエピソードを紹介し、参加者は会話やショートスピーチなどにトライします。 
楽しみながら、さらにご自身の英語力と授業力を伸ばしましょう。 

 
※使用教材： パワーポイント（Zoom上で画面シェア） 
※講師： 浦島 久  URASHIMA, Hisashi 
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■セッション6／セッション7 
講座名 日程 時間 定員 コード番号 

セッション6 
記憶に残る語彙指導 3/27（月） 09:30～12:30 

（180分） 
24 54726 

英語教育にはさまざまなスキルが必用ですが、語彙指導のスキルについてはあまり話題になることがありません。新出単語を見せ、
意味を教え、発音して例文をつくるというルーティンは、それこそ英語教育黎明期から現在にまで続く古典的手法です。特に高等
学校では、いわゆる単語帳を副教材として、毎週範囲を指定して小テストを実施するということも何十年も前から変わらず行われ
ています。語彙の獲得は、教師の指導よりは、生徒の個人的、自発的学習に委ねるものというような考え方がいつのまにか定着し
てしまっているように思います。本講座では、語彙を分類し、それぞれの語彙の特性に合わせた提示方法を考えていきます。授業
で単語を扱うのが楽しみになるような、そして、生徒の側では、新しい単語に出会うのが楽しみになるような授業展開を考えていき
ましょう。語彙学習が楽になれば、生徒の学習意欲も格段にあがることでしょう。 
 
※使用教材： パワーポイント（Zoom上で画面シェア）。セミナー中チャットにてPDF資料を配付します。 

（ファイル送信不可の場合は、セミナー修了後にダウンロードできるリンクを示します。） 
※講師： 内田 浩樹  UCHIDA, Hiroki 

セッション7 
生徒を惹き付けるティーチャートーク 3/28（火） 

09:30～12:30 
（180分） 

24 54727 

「原則として英語を英語で教える」ということがようやく一般的になってきました。英語で教える目的は何でしょうか。それは、
repetitionの機会を増やすことです。学んだ言語項目（単語、文法、表現）は、記憶しただけでは、アウトプット活動にはつなが
りません。accuracy（正確さ）とfluency（流ちょうさ）という言葉がありますが、fluencyは、repetitionを通して育てられま
す。つまり、既習の言語項目に、繰り返し触れることがとても重要です。日本語で授業をすれば、この機会は大きく損なわれます。
また、生徒がすでに知っていることを易しい英語で話すことにはあまり意味がありません。なぜなら、ちっとも「面白くない」からです。読
み終えた教科書のレッスンのサマリーですとか、昔話を英語で聞くというのがそれにあたります。英語を通して、それまで知らなかったこ
とに出会うという経験は、刺激的です。興味を持って聞く話に出てくる単語や表現は記憶に残ります。しかし、生徒がわかる範囲の
英語で話す（comprehensible inputを与える）のは実は大変難しいことで、継続的な訓練が必用です。本講座では、ティー
チャー・トーク（教師が英語で話す）ことにフォーカスを当て、生徒の学びを深められるトーク術を獲得する方法を考えていきます。 
 
※使用教材： パワーポイント（Zoom上で画面シェア）。セミナー中チャットにてPDF資料を配付します。 

（ファイル送信不可の場合は、セミナー修了後にダウンロードできるリンクを示します。） 
※講師： 内田 浩樹  UCHIDA, Hiroki 
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■セッション8／9   ★一般の英語学習者にもお奨めの内容です。★ 
講座名 日程 時間 定員 コード番号 

セッション8 
Reading Aloud から Reading Alive へ  
～聞き手を意識した伝わる朗読＆プレゼンテーション～ 入門編 

3/29（水） 
09:30～12:30 

（180分） 12 54728 

スピーチ・詩・物語（童話）といった異なるジャンルの原稿をそれぞれにあった声の出し方、読み方を工夫し、理解した内容を正確に、さ
らにパフォーマンスとしてオーディエンスを楽しませる読み方を身につけて授業に役立てて頂くことが目的の講座です。 
入門編と応用（実践）編にわかれています。 
 
入門編では童話を題材に音読と朗読の違いを考えながら、書かれた文字をどう発声するとオーディエンスに届くかなど、朗読のセオリーにつ
いて学び、参加者で「朗読劇」をつくりあげます。またスピーキングに大きく影響する精神的側面の対処法にも触れていきます。文章の内
容を「音」で正確に表現する、文章を「可視化」して読む、同じ単語でも書かれたジャンルによって（もしくは伝える相手によって）どのよう
に読み方を変える必要があるか、などを具体的な物語を声に出しながら考えていきます。また、朗読のポイント（理解・間・強調・呼吸・
練習・発音・マーキング・スピード等）を一つ一つ丁寧に理解し、文章にあてはめていく演習を行います。また、パブリックスピーキングなどに
求められるオーディエンスとのラポールや緊張の対処法なども取り上げます。参加者による朗読劇だけでなく講師によるモデルリーディングや
実演をふんだんに取り入れた楽しい実践的な講座となっています。 
 
※使用教材︓ パワーポイント（Zoom上画面シェア）、PDF資料（事前に配布します）。 
※講師：  青谷 優子  AOTANI, Yuko 
セッション9 
Reading Aloud から Reading Alive へ  
～聞き手を意識した伝わる朗読＆プレゼンテーション～ 実践編 

3/29（水） 
13:30～16:30 

（180分） 
12 54729 

実践編ではスピーチ原稿、物語、詩を取り上げ、理解→発声とつなげる演習を段階的に行い仕上げていきます。ペアワーク、グル
ープワークを通してお互いの朗読音声を聞きながら自身の読み、理解を深める作業を行います。この作業を行うことでそれぞれの音
読が文字を音声化するだけでなく、その文章に込められた意図、思いを深く理解することが表現に影響することに気づき、同時に聞
き手へ「伝える」「届く」朗読へと変容していきます。また講師がそれぞれの読みの癖や弱点を修正するきっかけとなる個人指導も行
います。さらにオーディエンスへの「伝え方」を意識した目線・姿勢・表情・ジェスチャーといった総合的なプレゼンテーション技術も身に
つけていき、最後にそれぞれが「発表」を行う形で変容を実感して頂きます。また、講座の終わりには講師による朗読披露も予定し
ています。前回の講座を受けた方にとっても新しい発見と変容をもたらす内容となっています。 
 
※使用教材︓ パワーポイント（Zoom上画面シェア）、PDF資料（事前に配布します）。 
※講師：  青谷 優子  AOTANI, Yuko 
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■セッション10／セッション11   ★一般の英語学習者の方々にもお奨めの内容です。★ 
講座名 日程 時間 定員 コード番号 

セッション10 
英語らしい発音で語りましょう︕～TEDで上達、英語発音～ 3/30（木） 10:00～12:00 

（120分） 
10 54730 

YouTubeに公開されている心理学者Dan Gilbert氏によるTED talk “The psychology of your future self”を題材にし
て、英語の発音をコーチいたします。 
https://www.ted.com/talks/dan_gilbert_the_psychology_of_your_future_self/transcript?language=en 
題材内容のメッセージは「人間は思いの外、変化し続けるものだ」というものです。参加者の状況に応じて、題材について英語で話
してみる練習も取り入れてみます。 
 
Zoom上でビデオオフ、匿名で参加していただきますので、他の参加者の目を気にすることなく、思い切ってコーチングを受けていた
だけます。大人になってしまうと、発音のダメ出しはなかなか受ける機会がないのではありませんか？この機会に是非︕また他の参
加者の発音に対する私のコメントを聞くと、どういう音が良くてどういう音がダメなのかを聞き分ける力もつくでしょう。 
 
※使用教材： YouTube、Word 資料（Zoom上で画面シェアおよび事前に送付） 
※講師： 靜 哲人  SHIZUKA, Tetsuhito 

セッション11 
英語らしい発音で歌いましょう︕～”アナ雪”で上達、英語発音～ 3/30（木） 

13:30～15:30 
（120分） 

10 54731 

YouTubeに公開されている英語の歌（曲名︓Let It Go (from Frozen)  歌手名︓Idina Menzel）のオフィシャルビデオ
を題材にして、英語の発音をコーチいたします（実際に歌っていただいて、良い発音で気持ちよく歌えるよう、導きます）。 
https://www.youtube.com/watch?v=YVVTZgwYwVo 
 
Zoom上でビデオオフ、匿名で参加していただきますので、他の参加者の目を気にすることなく、思い切ってコーチングを受けていた
だけます。大人になってしまうと、発音のダメ出しはなかなか受ける機会がないのではありませんか？この機会に是非︕また他の参
加者の発音に対する私のコメントを聞くと、どういう音が良くてどういう音がダメなのかを聞き分ける力もつくでしょう。当日やってみて
時間的に余裕があるようなら、あともう一曲とりあげたいと思います。 
 
※使用教材： YouTube、Word資料（Zoom上で画面シェアおよび事前に送付） 
※講師： 靜 哲人  SHIZUKA, Tetsuhito 

 

■セッション12 
講座名 日程 時間 定員 コード番号 

セッション12 
はじめてのIELTSライティング指導 3/30（木） 

13:00～15:00 
（120分） 

24 54732 

本講座では、世界380万人が受験し、日本でも受験者数が急増している話題の世界基準英語試験IELTSについて、前半では
講演形式で概要を紹介し、後半はセミナー形式で中高生が学ぶべきアカデミックライティングの基礎からIELTSライティングで高得
点を取得するためのテクニックや指導法についてインタラクティブに共有します。 
 
・英語試験の歴史 
・IELTS試験概要 
・IELTS技能別対策法 
・IELTSライティング Task1の指導法 
・IELTSライティング Task2の指導法 
 
なお、IELTS運営団体IDPのご厚意により「初めてのIELTS ライティング指導」受講者にIELTSプログレスチェック（49.95ドル相
当）が無償で提供されます。IELTSプログレスチェックについてはhttps://www.ieltsprogresscheck.comをご参照ください。 
 
※使用教材： Keynote（動画埋め込み） 
※講師： 嶋津 幸樹  SHIMAZU, Koki 

    

https://www.ted.com/talks/dan_gilbert_the_psychology_of_your_future_self/transcript?language=en
https://www.youtube.com/watch?v=YVVTZgwYwVo
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【講師紹介】 
 

AOTANI, Yuko 
青谷 優子 

朗読家・バイリンガルフリーアナウンサー・英語コミュニケーション講師・早稲田大学非常勤講師（英語スピーチ＆パ
ブリックスピーキング・ナレーション）・神戸学院大学客員教授（メディア・英語朗読・キャリア教育）。 
1992～2015 NHK国際放送英語アナウンサーとして英語ニュースのメインアンカーを務める。 
NHKラジオ第二、またNHK Radio Japanにて日本文学を海外に英語で紹介するラジオ朗読番組Listening 
Libraryを企画・演出・制作・出演。 
2015年に独立。以降朗読アプローチを用いて英語朗読・プレゼンテーション講座・講演を全国の大学、高校、学
会などで展開。同時に社会人、英語教師向けのオンライン英語朗読講座を毎月開催している。この他、朗読リサ
イタル・国際会議司会・オリンピック通訳＆インタビュー・文化庁世界文化遺産PR動画ナレーション・スピーチコンテ
ストジャッジ・企業研修（NHK・南スーダン放送協会SBCC他）など活動は多岐に渡る。音読指導の研究も継
続して行っている。 
・著書「英語は朗読でうまくなる︕」（2017、アルク）、「英語朗読でたのしむ日本文学」（2019、アルク）。 
https://yukoaotani.jp/ 

SHIMAZU、Koki 
嶋津 幸樹 

英語教育起業家 
タクトピア株式会社 英語教育開発推進事業部長 
山梨県立大学国際政策学部 非常勤講師 
 
1989年山梨県甲斐市生まれ。山梨学院大学附属高等学校英語科（SELHi）卒業、青山学院大学文学部
卒業、在籍中オックスフォード大学ELT英語教員研修に最年少参加。17歳の時に海外進学塾EUGENIC（現
Academia）創業、大学在学中に3校を経営し、24歳で売却。高校生時代に体験したホームステイでの厳しい
体験をバネに独学でIELTS 8.0を獲得し、オックスフォード大学・ロンドン大学（UCL）の修士課程にダブル合
格。ケンブリッジ英語教授法資格Cambridge CELTAを取得。ロンドン大学教育研究所応用言語学修士課程
（MA in Applied Linguistics）修了。世界で最もイノベーティブな教育を実践する英語教師に贈られる
Pearson ELT英語教育ティーチャーアワード2017を世界108ヶ国1395名の応募から選出され受賞。これまで青
山学院大学、相模女子大学で講師を務め、Cambridge University PressにてMarketing and Research 
Coordinatorを兼任。2018年度文部科学省「外部専門機関と連携した英語指導力向上事業」講師担当。
英字新聞ジャパン・タイムズAlpha連載。著書10冊以上。 

SHIZUKA, Tetsuhito 
靜 哲人 

大東文化大学外国学部教授。 
東京外国語大学卒業。コロンビア大学TCより修士号（MA in TESOL）。レディング大学より博士号（PhD）。 
個別発音指導の方法である「グルグルメソッド」開発者。専門は英語授業実践学。英語教員の養成にあたっている。 
著書︓『日本語ネイティブが苦手な英語の音とリズムの作り方がいちばんよくわかる発音の教科書』『日本語ネイテ
ィブが苦手な英語の音とリズムの聞き方がいちばんよくわかるリスニングの教科書』（テイエス企画）『英語授業の 
心・技・体』『英語授業の心・技・愛』（研究社）『音声指導入門 音ティーチングハンドブック』『発音入門 音トレ
ーニングドリル』（アルク） 
オンデマンド配信動画講座︓『小学校の先生のための「これならできる︕英語発音』（ジャパンライム） 
DVD︓『英語発音の達人ワークアウト「Englishあいうえお」』（ジャパンライム） 

 
 
 
 
 
 
 
 

HüG、Joe 
ジョー ・ハグ  

iU情報経営学イノベーション専門職大学専任教授。南カリフォルニア大学大学院博士課程修了（EdD OCLプロ
グラム）。人事およびビジネス法のMBAと金融のエグゼクティブMBA（EMBA）。救急医療分野からキャリアをスタ
ート、MBAプログラム指導を中心にアカデミアでのキャリアを重ねるとともに、スタートアップ立ち上げ、コンサルティング
会社経営などのビジネス活動を継続。革新、創造性、持続可能性、および戦略計画の分野でMNC および SME 
との協力を続けている。なお、博士号取得分野であるOrganizational change and leadership（OCL）は、
学習者に焦点を当てた教育プログラム実施のための教師指導を含む。Forbes 誌に寄稿し、最近ではデジタル ト
ランスフォーメーション (DX) に焦点を当てた学術書を執筆。現在はアジアの成功企業を探る「隠れたチャンピオン」
の執筆、およびブロックチェーン技術を教育に導入する手段としての「分散型自律組織」（DAO）の研究に注力し
つつ、シンガポール教育省との協働による「教師養成プログラムの開発、起業家向けのスタートアップ ブートキャン
プ、インキュベーター、アクセラレーター、ハッカソン プログラムの組織、2023 TEDx イベントの実施など精力的に活
動中。4つの国際名誉協会のメンバーでもある。 
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UCHIDA, Hiroki 
内田 浩樹 

南山大学文学部卒、南山大学大学院外国語学研究科修了。愛知県立半田商業高等学校、半田東高等学
校、知多高等学校教諭、名古屋短期大学専任講師、鳥取環境大学准教授などを経て、現在、国際教養大
学専門職大学院グローバル・コミュニケーション実践研究科研究科長・専攻長、英語教育実践領域代表・教授。
専門は、英語教師教育、英語教育プログラム開発、教材開発、語彙指導など。著書は「つむぐ英単語（河合出
版）」、「PLAY︕拼裝英單（笛藤出版・台湾）」「英単語メモリー（Jリサーチ出版）」など。また、「国際教養大
学・内田浩樹教授のライブ授業シリーズ」（ジャパンライム）等を通じて授業実践をDVDで発信している。 
Hiroki Uchida started his teaching career at a Japanese high school in 1989. He taught 
students on various proficiency levels for nine years, and he stepped into his new field of 
teacher training. He is currently teaching at Akita International University, and is Dean and 
Director of Graduate School, Head of English Teaching Practices Program, Graduate School 
of Global Communication and Language. 

URASHIMA, Hisashi 
浦島 久 

1952年北海道豊頃町生まれ。小樽商科大学（経営学）卒、帯広畜産大学修士課程（農業経済）修了。
大学卒業後に松下電器産業株式会社（現社名︓パナソニック株式会社）へ入社するが、1977年に北海道へ
Uターンし、帯広市にて英語教室「イングリッシュハウス・ジョイ」を設立。現在は、ジョイ・イングリッシュ・アカデミー学院
長、小樽商科大学特認教授。 
著書に『音読JAPAN』（IBC）、『1分間英語で自分のことを話してみる』（共著、KADOKAWA）、『話すため
の英作文1秒反射トレーニング』（共著、DHC）など41冊。うち7冊が韓国、1冊が台湾で翻訳出版されている。
趣味は、写真（風景）、音楽（ジャズ）、カーリング（世界シニアカーリング選手権2009、2010、2013、
2014、2018出場）。 
その他として、豊頃町観光大使、帯広市文化賞受賞（2016）、文部科学省検定済中学校英語教科書
『ONE WORLD English Course』著作者。ブログ「浦島久の玉手箱」http://www.joyworld.com/blog/ 

YAMAGUCHI, 
Kazuhiko 
山口 和彦 

山形県立東桜学館中学校・高等学校国際交流主任。山形スピーク・アウト方式の進学校版を山形西高校で研
究・実践した。その後もスピーク・アウト方式やCLILの要素を組み合わせ、先進的な英語指導に取り組んでいる。
令和3年度全国英語教育研究団体連合会（全英連）山形大会の高等学校授業実演の授業者。中学3年
生の授業にディベートを取り入れ、昨年は1年間のGTECのスコアの伸びが全国3位に。HEnDA主催の全国高校
生英語ディベート大会への山形県からの初出場チームを指導し、令和3、4年度の県大会では1、2位を独占。 
令和4年度はHEnDAの全国大会予選順位12位、PDA即興型の全国大会は3位入賞に導いた。また現任高
では、株式会社アルクが行っているSherpa事業で、東京学芸大学名誉教授の金谷憲先生をアドバイザーとして、
ディベートを中心とした中高6年間の英語教育プログラムを研究中。 
全 国 英 語 教 育 研 究 学 会 （ JASELE） 所 属 。 文 部 科 学 省 認 定 教 科 書 『 PROMINENCE English 
Communication（東京書籍）』シリーズ、同『ENRICH LEARNING English Communication（東京
書籍）』シリーズの編著者。 
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ご参加された方の声 （2020年～2022年） 
毎年セミナーを受講された方々から数多くのコメントを頂いておりますが、その中から一部ご紹介をいたします。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

こんな人財（教育者）になりたいと思える講師の方がセミナーを開いてくだ
さったので非常にモチベーションをいただきました。自分の生徒たちがさらに 
羽ばたける選択肢を与えられるように私自身がまずは学びつづけて、憧れら
れるような教員になりたいと思います。ありがとうございました︕  

2022年夏 嶋津講師 ご受講 

競技ディベートには若干の違和感があったが、実際に簡略化したディベート
を体験し、授業に取り入れられると確信した。楽しかったです。ありがとうござ
いました︕ － 2022年夏 山口講師 ご受講 

実際にディベートをやってみて難しさも理解できて楽しかったです。実際に自
分でディベートをしてみて、もう一度やってみたいと思いました。もっと準備時
間があれば上手く言えたなとか、自身が指導する学生にもレベルを調整し
ながら出来る気持ちになりました。チームの皆さんも即興で議論を組み立て
て下さったりして楽しかったです。 

－ 2022年夏 山口講師 ご受講 

先生の温かい人柄が伝わる授業でした。自分の授業の中でもリピートや 
シャドーイングなどを繰り返してきましたが、音読の「意味」をしっかりと確認
できましたので、生徒にもそれを伝えつつ、継続して続けられるよう、太陽の
ような存在となり導きたいと思います。サマリーを何度もやるというのは新しい
気づきでした。自分がだんだん出来るようになっていくのを感じることができ、
ストーリーも定着しそうです。これからの実践に生かしたいと思います。本日
は楽しいセミナーをどうもありがとうございました 
 － 2022年夏 浦島講師 ご受講 

音読により効果的に英語力を伸ばす方法がよくわかりました。 
 － 2022年夏 浦島講師 ご受講 

教員も実際に練習を重ねることが必要だと思いました。生徒の様子は見て 
いても実際にはこんなに難しいとは思いませんでした。大変勉強になりました。
 － 2022年夏 山口講師 ご受講 

様々なトピックについての話が聞けたので良かったです。 
－ 2022年夏 嶋津講師 ご受講 

短い時間で多くの情報量を得ることができました。今度は具体的な授業を
見てみたいです。 － 2022年夏 嶋津講師 ご受講 

4技能が発生する状況を作ること、定期考査の作成のポイントがわかりため
になりました。 － 2022年夏 内田講師 ご受講 

生徒の素地を作る大切さと、そのためのアイデアを得ることができました。 
現在の生徒たちの実態と学校の実情に合わせて、少しでもためになる授業
をしていきたいと思います。 
 － 2022年夏 内田講師 ご受講 

英語で授業を進めるときの「困ったあるある」の解決の仕方を丁寧に教えて
いただきました。定期テストを本物の英語力に変えるよう、今日頂いたアイ
デアを二学期に取り入れていきたいと思います。 

－ 2022年夏 内田講師 ご受講 タイプの異なる朗読を先生の解説をお伺いした上で練習をすることで、昨日
のポイントをより理解することができました。本も大変参考になりましたが、 
直接お話を聞きながら、モデルを示していただけることで具体的なイメージが
膨らみました。いつか生徒にも先生の朗読を直接聞かせてあげる機会があ
ればと思います。 － 2020年夏 青谷講師 ご受講 

朗読で必要な要素を簡潔に学んだ後はひたすら練習ということで、セミナー
の際に全く気を抜く暇は無く、全集中して取り組むことができた。News、
Speech、Storyなど代表的なジャンルの英文を何度も何度も音読/朗読
練習し、そのたびに青谷先生にフィードバックをいただけたことは本当に貴重
な機会でした。練習の回数を重ねるたびに見えてくる世界というか、練習し
ないと見えてこない世界までセミナーという限られた時間でご案内していただ
きました。 － 2022年夏 青谷講師 ご受講 

音で伝えることの重要性を認識できたことは最大の収穫です。単語の意味
が声に乗ること、また同じ単語でも伝える材料により異なる意味を乗せるこ
と（午前のparadise）を学びました。青谷先生の講座は初めてです。 
午前・午後ともに参加しました。私は独学で英語を勉強しております会社員
ですので、出席することが場違いではとの気持ちもありましたが、思い切って
参加してよかったと思います。 － 2022年夏 青谷講師 ご受講 

各受講生の方への的確かつ実践的なアドバイスが数多くあり、自身の発音
改善だけでなく、自分の授業実践に応用できるものもあるなど、非常に学び
の多い2時間でした。 
 － 2022年夏 靜講師 ご受講 

自分の、発音できていない点がどこかが、よくわかりました。発音が改善する
までの具体的なご指導がとても参考になりました。 
 － 2022年夏 靜講師 ご受講 

破擦音、tの音が周りの音に応じて変化することなど、中級レベル以上の音声
指導を受けられたのがよかったです。どの受講者に対しても妥協を許さない
空気感が緊張感を与えてくれて、とてもやる気になりました。最近は優しい
雰囲気のワークショップが多いので、危機感を持って取り組む空気感も時に
はよいと思います。 
 － 2021年夏 靜講師 ご受講 

学校の教科書を読む際、朗読を出来るということが、その本文の理解を 
測るのに一番良い評価方法だと考えるようになった。音、文法、意味、筆者 
の言いたいことへの理解等が朗読をすればよく分かることが理解できた。  
 － 2020年夏 青谷講師 ご受講 

話すための音読という魅力的なタイトルに惹かれて受講して、大変勉強に 
なりました。「必ず役に立つ」勉強につづく英語学習へのヒントを沢山いただき
ました。ありがとうございました。特にステップ4のひろげかた、深めかたについて、
学ばせていただきました。 
 －2022年夏 浦島講師 ご受講 

 

Somewhere over the rainbowを生徒たちと手拍子を付けながら歌っ
たらどんなに楽しいかなとワクワクした想いが膨らみました。また、自分自身
の発音力を向上させたいという意欲も湧いてきました。そんな沢山の刺激を
与えて頂きました。 
 －2021年夏 靜講師 ご受講 
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アクセス 

 

 
受講申込および学費納入 

申込受付期間 2023年2月1日（水）～3月23日（木） 

学院Webサイトよりお申込みください。https://www.nichibei.ac.jp/form/application.php 
申込順の受付で、定員に達し次第締め切ります。 
各科目の空き状況につきましては、電話（03-3359-9621）にてお問い合わせください。定員に余裕のある講座
は、締切日以後もお申込みを承ります。 
また、一部科目は追加講座を設置いたします。 
 
申込日から3日後を目処に「受講案内」（学費納入等）をメールにて送付します。ご確認の上、指定日までに学費を納入してください。 
お支払い方法につきまして [オンラインによるクレジットカード決済] または [銀行振込] をお選びいただけます。 
学費納入をもって受講手続完了といたします。なお、銀行振込手数料は受講者負担となります。 
※ 受講料のお支払いが団体の場合は、法人請求先欄に記載願います。ご請求書をお送りします。 

  
教材 
  セミナー内あるいはセミナー前に、画面共有にてシェアあるいはメール添付にて配付いたします。 
  
授業見学・早期申込割引・中途受講 
  適用外となります。 
  
Zoom環境（システム必要条件） 
  講座はすべてオンラインで行います（Zoomを使用）。授業開始5分前にはZoomに入り、ご準備ください。 

  2ページ下部に記載のZoom環境についてをあらかじめ、ご確認ください。 
  
受講撤回時の取り扱い 
1. 開講日の前日までの受講撤回 

書面による申出にて学費の全額を返却します。但し、返金手数料（1,000円）を差し引きます。 
2. 学費の返却方法 

原則として、指定の銀行口座に振り込む方法により行います。この場合、所定の書類に振込先の銀行名、口座番号等をご記入いただきます。 
3. 受講約款につきましては、学院Webサイト（https://www.nichibei.ac.jp/contact/provision.html）をご覧ください。   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

  

 

 
 

募集要項 
 

お気軽にお問い合わせください。 

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-2 
コモレ四谷 グローバルスタディスクエア3F 

TEL 03-3359-9621  FAX 03-3353-8908 
JR 中央線・総武線／東京メトロ丸ノ内線・南北線  

四ツ谷駅より徒歩3分  
●事務取扱時間 平日 受付時間 10:00～19:30 

土曜 受付時間 09:45～17:30 

お申込みは 

こちらから 
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