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【ご挨拶】 
 

 

第23回英語教育方法研究セミナーは、英語教育の実践に関わられる現職教員の方々を主たる対象として企画されています。 

 

小学校、中等教育の現場で応用可能な英語教授法の多様な側面をご紹介し、受講者の皆さまにも参加して頂く、実践演習 

方式のクラス構成となっています。 

 

小学校・中学校・高校での英語教育は、単に進学準備のためのものに留まらず、次世代の青少年の職業選択、専門家と 

しての技術訓練、次世代社会の指導者の育成にまでも大きく関わるべきものであります。そのすべての基礎は中学・高校での 

学習・指導にあります。このセミナーが英語教育にかかわる皆様の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お願い申しあげます。 

 

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 

向後 純一 

 

 

 

 

 

 

 

【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 
2018年7月30日（月）～8月15日（水）  

詳細は次ページ以降をご確認ください。 
会 場 

日米会話学院校舎 

（住所はお問い合わせ先に同じ） 

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 

2018年6月18日（月）～7月28日（土）  

申込順の受付で、定員に達し次第締切ります。定員に余裕のあるセッションは募集期間終了後も各セッション開講日まで 

お申し込みいただけます。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。 

  
 

 



【科目一覧】 

セッション 科目名 講師 日程 時間 （授業分数） 
定員 

（名） 
受講料 

コード 

番号 

1 パラグラフ・ライティング指導法 CARGOS, Kelly 7/30（月） 
10:00～16:50 （330分） 
（昼休:12:40～13:40） 

25 10,170円 58151 

2 
中高生対象 Listening & Speaking指導の実践 

～海外ニュースを使って～ 
CARGOS, Kelly 7/31（火） 09:30～12:40 （180分） 25 5,550円 58152 

3 
自立英語学習法  

～アクティブラーナーを育てる～ 
鈴木 滋 7/31（火） 13:40～16:50 （180分） 25 5,550円 58153 

4 
英語学習バラエティパック  

～インプットからアウトプットまで～ 
柴原 智幸 8/1（水） 

10:00～16:50 （330分） 
（昼休:12:40～13:40） 

25 10,170円 58154 

5 
英語プロフェッショナルのための 

通訳メソッドトレーニング活用術 入門編 
岡本 恵子 8/2（木） 10:00～12:40 （150分） 14 4,620円 58155 

6 
英語プロフェッショナルのための 

通訳メソッドトレーニング活用術 発展編 
岡本 恵子 8/2（木） 13:40～16:50 （180分） 14 5,550円 58156 

7 
英語プロフェッショナルのための 

通訳メソッドトレーニング活用術 入門編 
岡本 恵子 8/5（日） 10:00～12:40 （150分） 14 4,620円 58157 

8 
英語プロフェッショナルのための 

通訳メソッドトレーニング活用術 発展編 
岡本 恵子 8/5（日） 13:40～16:50 （180分） 14 5,550円 58158 

9 発話力トレーニング 入門編 HÜG, Joe 8/10（金） 10:00～12:40 （150分） 25 4,620円 58159 

10 発話力トレーニング 発展編 HÜG, Joe 8/10（金） 13:40～16:50 （180分） 25 5,550円 58160 

11 現役編集長が教える 英字新聞活用法 高橋 敏之 8/11（土） 10:00～12:40 （150分） 25 4,620円 58161 

12 
英語嫌いを作らない！ 

英語の文字の実践的指導法 
手島 良 8/11（土） 13:40～16:50 （180分） 25 5,550円 58162 

13 フォニックス指導の実践 荒井 惠子 8/12（日） 10:00～12:40 （150分） 25 4,620円 58163 

14 
プロソディーを中心とした音読指導の実践  

～絵本を使って～ 
荒井 惠子 8/12（日） 13:40～16:50 （180分） 25 5,550円 58164 

15 
アクティブリーディング・セミナー  

Part 4 ～「深い読み」の授業作りへの着眼点～ 
和田 玲 8/14（火） 09:30～12:40 （180分） 25 5,550円 58165 

16 

内容言語統合型学習 

（Content and Language Integrated Learning）: 

高校の教科書を使ったソフトCLILの授業方法 

和泉 伸一 8/14（火） 13:40～16:50 （180分） 25 5,550円 58166 

17 
アクティブリーディング・セミナー  

Part 4 ～「深い読み」の授業作りへの着眼点～ 
和田 玲 8/15（水） 09:30～12:40 （180分） 25 5,550円 58167 

※ 各セッションは質疑応答の時間を含みます。また、セッション内で10分程度の休憩を取ります。 

※ セッション5、6、7、8 「英語プロフェッショナルのための通訳メソッドトレーニング（入門編・発展編）」は、LL教室使用のため、定員を14名と

させていただきます。（セッション5と7、6と8は同内容につき、併行受講不可） 

※ セッション9、10 「発話力トレーニング 入門編・発展編」は連動しています。1科目のみのご受講も可能ですが、合わせてのご受講を 

お奨めします。 

※ セッション15、17は同内容につき、併行受講不可となります。 

※ 学費は消費税込みの金額です。 



7月30日（月） 
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。 

時間 科目名 使用言語 コード番号 

10:00～16:50 
（昼休：12:40～13:40） 

セッション1 

パラグラフ・ライティング指導法 
英 58151 

論理的な構成に則ったライティングを、体験しながら学びます。 

英文ライティングの構成や特徴を学び、段階を踏んだライティングの流れを体験し、さらに指導の留意点も確認します。 

ライティングの楽しさを体験しながら、教室での指導実践にお役立てください。 

生徒のライティング力をつけたい、ライティングの指導に困っているなどの解決策としてご活用ください。 

 

⚫ Brainstorming  

⚫ Form 

⚫ Outline 

⚫ Draft 

⚫ Review 

⚫ Edit 

⚫ Feedback 

 

講師：  CARGOS, Kelly  

 

 

7月31日（火） 
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。 

時間 科目名 使用言語 コード番号 

09:30～12:40 
セッション2 

中高生対象 Listening & Speaking指導の実践 ～海外ニュースを使って～ 
英 58152 

中学生高校生対象、海外ニュースを使ったListeningとSpeaking指導を実践します。授業はすべて英語で行い、ステップを踏んで生徒が

積極的に授業に参加し、生徒の発話を促す指導を行います。受講される先生方には生徒になってご参加いただきます。 

Preview→語彙確認→内容把握→Summarize／Retellなど、生徒が、Listening／Readingのポイントをおさえ、速く正確に内容を理解し、

理解した内容について、内容をまとめる・質問する／答える・意見を言う／書くなどの発信力を鍛える授業を展開します。 

生徒の発信力を鍛えたい、英語で授業をすすめたい、生徒の参加を促し授業を活性化させたいという方にお奨めです。 
 

講師： CARGOS, Kelly  

時間 科目名 使用言語 コード番号 

13:40～16:50 
セッション3 

自立英語学習法 ～アクティブラーナーを育てる～  
日英 58153 

忙しい教員や学生が、空いている時間を使って、効率的に英語力を身につける方法を紹介します。 

今、注目を集めている「自立英語学習法」で、自身の英語力向上のヒントに、また生徒をアクティブラーナーに育てる授業展開に 

ご活用ください。 

● 自立学習とは 

 -英語力をつけるために必要な学習時間 

 -英語学習に対する誤解  

● 学習法の紹介 

 実践を交えながら、各学習法を紹介。どのような教材を使って、どういう手順で、何に気をつけるか、効果的な学習法を提示します。 

 音読、ディクテーション、オーバーラッピング、シャドーイング、リピーティング、サマライジング（文章をまとめる）、リテンション、 

  高速和文英訳、精読／多読 

● 学習のペース 

 どの教材をどの程度のペースで学習するか 

 

講師： 鈴木 滋 

 

 

 

  



8月1日（水） 
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。 

時間 科目名 使用言語 コード番号 

10:00～16:50 
（昼休：12:40～13:40） 

セッション4 

英語学習バラエティパック ～インプットからアウトプットまで～ 
日英 58154 

トータルな英語学習を通して、英語を学ぶ楽しさと奥深さを再認識し、授業に活かしていただくことが目的の講座です。 

 

前半はインプットを中心に、「なぜ英語を学ぶのか」と言ったメタな切り口から、「コミュニケーションとはどのように行うべきか」という点に触れ、

発音練習を行なった後、リスニング、ディクテーション、簡易通訳練習、音声トレーニング（シャドーイング、オーバーラッピング、音読）、

英文暗唱などに取り組んでいただきます。 

 

後半は、前半で使った教材から表現をいくつか借用しつつ、1分ほどのミニスピーチを作成し、練習して参加者の前で披露してみましょう。 

発表前に個別指導も行います。 

 

インプットからアウトプットまで総合的なトレーニングを行うことにより、より深い学びを体験していただきます。 

 

講師： 柴原 智幸 

 
 

8月2日（木） ／ 8月5日（日） 
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。 

日時 科目名 使用言語 コード番号 

8/2（木） 

10:00～12:40 
セッション5    

英語プロフェッショナルのための通訳メソッドトレーニング活用術 入門編 
日英 58155 

13:40～16:50 
セッション6 

英語プロフェッショナルのための通訳メソッドトレーニング活用術 発展編 
日英 58156 

8/5（日） 

10:00～12:40 
セッション7    

英語プロフェッショナルのための通訳メソッドトレーニング活用術 入門編 
日英 58157 

13:40～16:50 
セッション8 

英語プロフェッショナルのための通訳メソッドトレーニング活用術 発展編 
日英 58158 

通訳の訓練方法には英語学習のヒントがたくさんあります。通訳メソッドトレーニングを体験し、スピーキング・リスニング力を鍛えながら、

生徒指導への活用法を探ります。このセッションでは、入ってくる情報をそのまま英語の語順で理解できるようにトレーニングをします。 

LL教室を使用して、効率のよい口頭練習を行い、発音、イントネーションを自己チェックし、リスニング力・スピーキング力だけでなく、 

長文読解力の向上にもつなげます。 

 

● クイックレスポンス ● スラッシュリスニング ● リテンション ● オーバーラッピング 

● シャドーイング ● スラッシュリーディング ● サイト・トランスレーション 

 

【入門編】 

高校英語教材を中心に、初中級者レベルの音声素材を使用し、通訳メソッドトレーニングを実践します。個々のトレーニングの目的・方法・

留意点などを確認し、ステップを踏んだ練習を行います。また、LL機材の代わりにICレコーダーを使用した学習法をご紹介し、授業運営の

ヒントとなる提案をいたします。 

通訳メソッドトレーニングは初めて、或いはトレーニング方法は知っているが、やり方がよくわからない、授業への活用方法がわからない、

などの疑問の解決にお役立てください。 

 

【発展編】  

日米会話学院で行っている「通訳メソッド活用コース」の授業と同じスタイルで、ナチュラルスピードのニュース、スピーチなどの音声素材

を扱う口頭トレーニング、そして英文記事のサイト・トランスレーションに取り組みます。ご自身のスキルアップのための効果的かつ持続

可能な学習法を提案いたします。 

 

※トレーニングには、前年度と重ならないよう、新教材を使用します。（セッション5と7、または6と8は同内容につき、併行受講不可） 
 

講師： 岡本 恵子 

 
 

 

 

 

 



8月10日（金）  
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。 

時間 科目名 使用言語 コード番号 

10:00～12:40 
セッション9 

発話力トレーニング 入門編 
英 58159 

英語を使うことに慣れ、スピーキングに自信をつけます。 

「沈黙は“禁”」。自己紹介、学校紹介、物・人の描写、視覚素材を使った説明など様々なタスクを通し、スピーキングのスピードアップを

図ります。ご自身のスピーキング力を鍛えるだけでなく、クラスルーム・イングリッシュを学び、授業展開へも役立てます。 

 

⚫ English Through Speaking 1  

Course self-Introductions using “Speed Dating” / Vocabulary/Listening – “Bingo” / Vocabulary/Listening – “Identify” 
⚫ English Through Grammar & Words  (5-Sense Relations, Learning Outwards, Topics; Vocabulary; Communication) 

⚫ English Through Speaking 2  (Story-telling)   

⚫ English Through Tasks and Activities 

⚫ English Through Discussions  (Quoting, Paraphrasing, Summarizing) 

 

講師： HÜG, Joe 

時間 科目名 使用言語 コード番号 

13:40～16:50 
セッション10 

発話力トレーニング 発展編 
英 58160 

スピーキング力向上のためのクラスで、「あいさつ」だけの英語からの脱却を目指します。 

与えられたテーマについて、語彙強化／内容把握／質問をする・質問に答える／論理的に意見を述べる／言い換える／要約する／

トピックについてディスカッションする、などのタスクを行います。 

会話の繋げ方、効果的な意見の述べ方、まとめ方、ディスカッションの仕方などを実践し、スピーキング力の向上を図り、また、  

ご自身の授業展開へも役立てます。 

 

⚫ English Through Stories (Impromptu Speaking, Formulating Opinions, Giving Feedback) 

⚫ English Through Theme-Based Learning (Basics of Debate, Debating to Express Opinions) 

⚫ English Through Debate (Comments and Feedback) 
 

講師： HÜG, Joe 

 

 

8月11日（土）  
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。 

時間 科目名 使用言語 コード番号 

10:00～12:40 
セッション11 

現役編集長が教える 英字新聞活用法 
日英 58161 

英字新聞は手軽に最新の英語に触れられるツール。うまく活用すれば、英語力を大きく伸ばすことができます。 

本講座では、英字新聞を読むための基本的な情報（headline〔見出し〕の解釈方法、英文記事の特徴など）や、英文記事の中でよく使わ

れる構造、現代の時事用語を英語で表現する、細かいことにとらわれずに記事の大意を把握する、語句の〈意味〉だけでなく〈機能〉に

注目して素早く解釈する、などのテーマについてお話します。 

特に「ネイティブスピーカーの英語の書き方」が見えてくるような講座にしたいと考えておりますので、英字新聞の読み方が分かるのは

もちろん、リーディングやライティングの授業で生かせるヒントも見つかるのではないかと思います。 

また、アウトプットで使える英字新聞の活用法についてもお伝えします。 
 

講師： 高橋  敏之 

時間 科目名 使用言語 コード番号 

13:40～16:50 
セッション12 

英語嫌いを作らない！ 英語の文字の実践的指導法 
日英 58162 

英語の文字はわずか26文字（x2）ですから、何百という漢字に触れてきた小中学生にはそれほど苦にならないはず、と勘違いしがちです。

けれども、我々英語教師が急にロシア文字を覚えるように言われたことを想像すれば、生徒たちの苦労と困惑がどれほどか想像できます。 

英語の文字を指導するに当たって注意すべきことはたくさんあります。生徒の目に触れさせる活字（フォント）も重要ですし、どんな手書

き文字を教えるかも大いに考慮すべき事柄です（「活字体（ブロック体）」は最悪です！）。大文字と小文字の関係を理解させることも必要

です。アルファベット順に書かせることをやめ、筆法でまとめた文字群をまとめて指導することで、学習者は英語の文字を書くために必要

な手の動かしかたを身につけます。文字の名前と書きかたを覚えた後には、それぞれの文字や文字の塊がどんな音を表すかを指導す

ることも必要です。 

文字指導の段階で生徒をつまずかせたくはありません。教師が手助けできることは数多くあります。英国の小学校における文字指導の

実態に加え、自身で開発し実践してきた指導法のいろいろを皆さんと共有したいと思います。 

 

講師： 手島 良 



8月12日（日）  
 使用教材： セッション13 以下記載の書籍を使用します。 

  セッション14 プリント教材を教室にて配付します。 
時間 科目名 使用言語 コード番号 

10:00～12:40 
セッション13 

フォニックス指導の実践 
日英 58163 

英語のスペリングは意味の単位（形態素）と音の単位（音素）の両方をあらわすため、英語を母語とするこども達でも混乱します。読み方

がわからない英単語は英語学習者に最初に立ちはだかる難関。これを克服するために生まれたのがフォニックス。フォニックスは、

英語圏で発達した、綴り字と発音の関係を教える教授法です。英語学習者にとっても学習の初期段階で、スペリングと共に正確な発音を

習得するのには欠かせない学習法です。中1でのアルファベットと音素の導入（フォネミックス）から、高1でのフォニックス総復習まで、

授業を一部再現する形で、フォニックスのルールに基づく発音の指導法をご紹介いたします。午後の音読指導法（セッション14）の基礎と 

なる内容です。 

 

＊以下のフォニックスのテキストを使用いたします。 

使用教材： 

●『Active Phonics—フォニックス65のルールで聞ける、言える、読める、書ける』 松香洋子・宮清子著 （株式会社mpi）  

学院販売参考価格 460円 
 

当日、学院窓口にて、ご購入ください。 
 

講師： 荒井 惠子 

時間 科目名 使用言語 コード番号 

13:40～16:50 
セッション14 

プロソディーを中心とした音読指導の実践 ～絵本を使って～ 
日英 58164 

相手に伝わる英語を話すには、正しい発音とプロソディー（リズム、イントネーション、間の取り方）が必要不可欠です。英語の音節構造と

アクセントの特徴を理解すれば、英文のリズムをつかむのは容易です。マザーグースや歌などを使ったリズムの練習と、ダイアログや

絵本を使ったイントネーションの練習を体験していただきます。絵本の音読にも挑戦してください。最後に音読指導の本当の目的について

再考します。 
 

講師： 荒井 惠子 

 

 

8月14日（火） ／ 8月15日（水） 
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。 

日時 科目名 使用言語 コード番号 

8/14（火） 09:30～12:40 

セッション15 

アクティブリーディング・セミナー  

Part 4 ～「深い読み」の授業作りへの着眼点～ 
日英 58165 

8/15（水） 09:30～12:40 

セッション17 

アクティブリーディング・セミナー  

Part 4 ～「深い読み」の授業作りへの着眼点～ 
日英 58167 

近年、多くの先生方が一斉にトレーニング型の指導法を実践するようになっています。一方、深く読み、世界を拓き、感動を共有するような

発見的な「読み」の指導については、あまり議論されなくなってしまいました。己が人生をもって、他者の人生を解し、共に笑い、共に泣き、

共に語る、そんな授業がもっとあってもよいのではないかと思います。心が動かなければ、生徒の生きた言葉も成長も生まれません。英語

力向上のためにhow to sayの指導は欠かせませんが、その先にwhat to sayを鍛える段階が必要です。そこに「深い読み」の授業の存在 

意義が見えてきます。英語の技能も鍛えるが、「心」を深める指導がしたい。本セミナーでは、そんな授業がしたいと願いつつ、どうも解説や

技能訓練の域から抜け出せなくなっているとお感じの先生方を対象に、「深い読み」の授業の実例とそれに必要な着眼点についてお話し 

したいと思います。 

 

※セッション15と17は同内容につき、併行受講不可 
 

講師： 和田 玲 

 

 

 

  



8月14日（火）  
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。 

時間 科目名 使用言語 コード番号 

13：40～16：50 

セッション16 

内容言語統合型学習（Content and Language Integrated Learning）: 

高校の教科書を使ったソフトCLILの授業方法 
日英 58166 

本講座では、現在世界中で広がりつつある「内容言語統合型学習」（Content and Language Integrated Learning: CLIL）の考え方について

紹介し、それを日本の高校での検定教科書を使ってどのように展開できるかについて、ワークショップ形式で体験的に学んでもらいます。 

 

具体的には、以下の質問に対しての答が見出せるような講座としたいと思います。 

 

➢ What is CLIL? 

➢ Why is CLIL important and how is it applicable in EFL teaching in Japan? 

➢ How can CLIL be practiced using a MEXT-authorized, reading-based textbook? 

➢ How can we teach vocabulary in a soft CLIL class? 

➢ How can we teach grammar in a soft CLIL class? 

➢ How can Japanese translation be used without sacrificing English processing? 

➢ What communication activities can be done? 

➢ How is CLIL teaching different from a more traditional and common EFL teaching? 

 
 

講師： 和泉 伸一 

 

 

■講師 

ARAI, KEIKO 

荒井 惠子 

マンハッタンビル大学大学院修士課程修了（TESOL）、東京外国語大学卒（アラビア語）。 

武蔵野大学講師。東京純心中学高等学校講師。日米会話学院講師。 

著書：『英語で楽しむ日本昔ばなし』（IBCパブリッシング株式会社、共著）、『英語で楽しむ世界名作童話』

（IBCパブリッシング株式会社、共著）、『英語で楽しむプリンセス・ストーリー』（IBCパブリッシング株式会社、

共著）、『英語で読むオペラ座の怪人The Phantom of the Opera』（IBCパブリッシング株式会社、共著） 

CARGOS, KELLY 

日米会話学院講師。 

マカレスター大学卒（日本語・心理学）、早稲田大学国際教養学部留学。日米学生会議参加。 

The University of Oxford 応用言語学研究科（修士課程）在学中。 

HÜG, JOE 

日米会話学院講師。 

コロンビアサザン大学大学院修士課程修了（MBA）、テンプル大学大学院修士課程修了（EMBA）、 

フェニックス大学大学院博士課程在学中（組織行動）。経営コンサルタントとして、活躍中。 

IZUMI, SHINICHI  

和泉 伸一 

上智大学外国語学部英語学科 学科長、言語学大学院 教授。 

ジョージタウン大学博士課程修了。言語学博士。南イリノイ大学東アジア言語文化学科日本語講師、 

ジョージタウン大学言語学学科講師、ハワイ大学マノア校客員研究員、オークランド大学客員研究員を

経て現職。専門は第二言語習得研究と英語教育。 

著書には以下のものなどがある。 

『第2言語習得と母語習得から「言葉の学び」を考える～より良い英語学習と英語教育へのヒント～』

（2016年、アルク） 

『フォーカス・オン・フォームとCLILの英語授業』（2016年、アルク） 

『「フォーカス・オン・フォーム」を取り入れた新しい英語教育』（2009年、大修館） 

『CLIL（内容言語統合型学習）：上智大学外国語教育の新たなる挑戦—第1巻 原理と方法、第2巻 実践

と応用、第3巻 授業と教材』（共著、2011年、2012年、2016年、上智大学出版） 

その他に、中学校用英語検定教科書『New Horizon: English Course 1, 2, 3』（東京書籍）編集委員、

Language Teaching Research, Studies in Second Language Acquisition, The Journal of Asia TEFLなどの

編集（試問）委員も務める。 

OKAMOTO, KEIKO 

岡本 恵子 

日米会話学院講師。 

津田塾大学卒（英文学）、フリーランス翻訳者。 

SHIBAHARA, TOMOYUKI 

柴原 智幸 

神田外国語大学専任講師。同時通訳者。 

上智大学外国語学部英語学科卒業。NHK放送通訳者。英バース大学大学院通訳・翻訳コース終了。 

1998年から2002年までBBC日本語部で放送通訳者として勤務。帰国後、NHK放送通訳や「ディスカバリー

チャンネル」などでの吹替え用映像翻訳、通訳養成学校での指導を行う。2011年4月より2017年3月まで

NHKラジオ講座「攻略！英語リスニング」講師。 



SUZUKI, SHIGERU 

鈴木 滋 

日米会話学院講師。 

カリフォルニア州立サンホセ大学大学院修士課程修了（TESOL）、亜細亜大学卒（経営学）。アメリカで英語

教師としてのキャリアをスタートし、世界中の方を受講生に持ち数多くのクラスを担当。帰国後はビジネスマン

を中心に、これまでに約200社にてビジネスコミュニケーション・TOEICテスト対策・Emailライティング・会話

のための英文法などの指導を担当。教材開発、中高英語教員への指導も行っている。 

TAKAHASHI, TOSHIYUKI 

高橋 敏之 

英語学習者向けの英字新聞 『The Japan Times Alpha』 第11代編集長。慶應義塾大学卒業後、大学入試

予備校英語講師、英語教材編集者を経て、2007年にジャパンタイムズ入社。ST編集部配属となり、国際

ニュースページや英語学習コラムの執筆等を担当。2012年10月より現職。ST編集の傍ら、企業・大学での

英語研修や英語学習に関する講演会等も多数実施。自身も英字新聞で英語力を飛躍的に高めた経験

から、娯楽性と学習効果を両立させた最高の英字新聞を作ることを日々追求している。TOEIC 990点、

英検1級、動物検定3級。YouTubeで英語学習チャンネル「ボキャビル・カレッジ」を公開中。 

TESHIMA, MAKOTO 

手島 良 

武蔵高等学校中学校教諭、日本女子大学非常勤講師、一般財団法人語学教育研究所理事。 

英国レディング大学修士課程修了（応用言語学）、東京外国語大学英米語学科卒。 

ロンドン大学音声学科客員研究員（2010年度）、NHKラジオ『新基礎英語3』講師（2002～2004年度）。 

著書：『英語の発音・ルールブック』（NHK出版）、『通じる英語の発音ドリル』（研究社）、など 

WADA, REI 

和田 玲 

順天中学校・高等学校勤務。様々な英語授業研修会で講師を務め、生徒主体の活動的な授業方法の 

研究に精力的に取り組んでいる。テコンドーの達人でもあり、全日本大会では3回優勝、世界大会では個人戦

3位の戦績をもつ。技術指導員としてアメリカ・ユース代表チームの指導にあたった経験もある。 

2018年9月よりQueen Mary University of London,  Applied Linguistics for English Language Teaching 

在学。著書：『5STEPアクティブ・リーディング』、『論理を読み解く英語リーディング』、『世界を読み解く英語リー

ディング』（アルク学参シリーズ） 

 

 

■ご参加された方の声 （2018年春）    
 毎セミナー、受講された方々から数多くのコメントをいただいておりますが、その中から一部ご紹介をいたします。 

 

 

 

 

  

Kelly先生は本当にわかりやすく熱心に教えてくださいました。とても

すばらしい授業でした。実践できっと役に立つと思います。Writingの

内容はもちろんですが先生の授業の持ち方から授業で実際に役立

つ指導の仕方も学ぶことができました。1日の長い研修が眠くなること

もなく全てが興味深いとても内容の濃いものでした。ありがとうござい

ました。      － 2018年春 Cargos講師 ライティングクラス ご受講 

ライティングをする前の準備～評価までを体験できたので現場でも活

かせると思いました。ハンドアウトも生徒向けに直せば教室でも使用

できるのではと思いました。  

－ 2018年春 Cargos講師 ライティングクラス ご受講 

講座内容がとてもよくorganizeされていて、一日で効果的に

paragraph writingの全体像を把握することができました。 

話すスピード、語彙もよく配慮されていると感じました。プロの講座で

した。        － 2018年春 Cargos講師 ライティングクラス ご受講 

Reviseとeditのところが特に勉強になりました。Evaluationのところ

が時間が無くなってしまったのが残念です。エッセイについてのコース、

楽しみにしています。ありがとうございました。 

Thank you very much for your great lesson. I hope to 

take your lesson again! 

－ 2018年春 Cargos講師 ライティングクラス ご受講 

授業でニュース記事を扱う方法を色々と知ることができてよかった。 

実際に活動を体験できたので理解が深まった。 

今後教室でニュースを使ってみたいと思う。 

－ 2018年春 Cargos講師クラス ご受講 

「英語で授業」のまさにお手本となるような授業で、とても役に立つと

思う。            － 2018年春 Cargos講師クラス ご受講 

Thank you for giving us useful information. It was very 

helpful. Making a class which can improve 4 skills at 

the same time is quite difficult, but I found, even with 

a simple news article, we can create a great lesson. 

            － 2018年春 Cargos講師クラス ご受講 

即実践できる内容で大変満足しております。来たかいがとってもありま

した！            － 2018年春 Cargos講師クラス ご受講 

とてもorganizeされていてあっという間に終わってしまいました。他の

受講者とのpairまたはgroup workも刺激になりました。実際に生

徒として参加しただけでなく、手順の説明、extra informationを

加えてくださったので内容がしっかり身に付きました。ありがとうございま

した。          － 2018年春 Cargos講師クラス ご受講 

英語学習のメカニズムを理解でき、大変役に立ちました。 

         － 2018年春 鈴木講師クラス ご受講 

鈴木先生の講義はとても分かりやすくて、私自身の勉強にも役立つ

内容でした。4月からの授業でも役立つヒントがたくさんいただけてあり

がたかったです。どうもありがとうございました。 

         － 2018年春 鈴木講師クラス ご受講 

分かってはいたものの、やはり「量」が大切、その量から質がうまれる。

また学習を頑張りたいと思いました。ありがとうございました。 

         － 2018年春 鈴木講師クラス ご受講 

実体験とグループワークを通して理解が深まりました。 

         － 2018年春 鈴木講師クラス ご受講 説明が分かりやすかったです。 

これから採用試験を受けるのですが、とてもよい勉強になりました。 

         － 2018年春 鈴木講師クラス ご受講 



  

参加して大変勉強になりました。特に授業の最初に英語を学ぶ意

義はきちんと生徒に話さなければならないと思いました。借りてきた

言葉にならないようにこれからまた自分でもよく考えようと思います。

また、スピーチでも言及しましたが、表現の微妙な違いやニュアンスを

自分も色々知りたいし生徒も知りたいと思っていると思いますが、先

生のように即座にコメントできるほどの知識が十分ないので、今後も

勉強を続け、もっと色々生徒に伝えられるようにしていきたいと思いま

す。              － 2018年春 柴原講師クラス ご受講 

自分の話す英語を客観的に分析しながら何度もshadowing、

overlappingに挑戦することで、弱点を見つけながらskill upするこ

とができました。生徒にも自身の英語を認知し分析しトレーニングさ

せることで、英語の基礎力が確実についていくなと実感しました。先

生の分かりやすい説明と朗らかなお人柄で楽しく受講することができ

ました！            － 2018年春 岡本講師クラス ご受講 

本当にためになりました。やはり常に意識を高く持っていかなければと

改めて教えていただきました。つい日々のことに気をとられて、自分の

英語力向上につながる努力を怠ってしまい、大変反省いたしました。 

   － 2018年春 岡本講師クラス ご受講 

去年も受講させて頂きました。紹介して頂いたメソッドを実際に授業

に取り入れてみました。ネイティブの先生には好評でしたが、生徒たち

のスキルに対応できていなかったな、と反省しています。 

今回改めて受講し、それぞれの導入の段階、タイミングについて意識

して学ぶことができました。  － 2018年春 岡本講師クラス ご受講 

説明1つ1つに具体例を話してくださったので、とても分かりやすかった

です。新たな発見、知識もたくさんあり、また先生の話し方、スピー

ド、姿勢など人に物を教える者としてとても勉強になりました。 

    － 2018年春 岡本講師クラス ご受講 

サイト・トランスレーションができず驚きました。読んでなんとなく理解で

きていると思っていましたが、難しかったです。地道に取り組みたいと

思います。大人になってからはリサーチが大切という先生のおっしゃる

ことも大変納得しました。努力していきたいと思います。 

    － 2018年春 岡本講師クラス ご受講 

たくさんのリソースを使いながらトレーニングの方法を教えてくださり本

当にありがとうございました。コンテンツをしっかり読み解きながら自分

の声を確認していくこと、高校の英語の授業でもしっかりと取り入れて

いきたいなと思います。一日本当にありがとうございました。 

  － 2018年春 岡本講師クラス ご受講 

発展編が始まって、レベルが高いことに戸惑い、最初は正直つらかっ

たですが、とても刺激を受けました。そして、とても自分の口が固いこと

がわかり、今日教えていただいたことを継続していきたいと思います。 

どうもありがとうございました。 － 2018年春 岡本講師クラス ご受講 

普段の授業で音読を取り入れてはいますが、今回効果的な音読

や、何を意識してそれぞれ練習すれば良いか具体的に教えていただ

けたのでとても勉強になりました。授業で生徒の力をつけるためにも、

自分の力を磨くためにも今日教えていただいた方法を取り入れてい

ければと思います。ありがとうございました。 

  － 2018年春 岡本講師クラス ご受講 

今まで何となく行ってしまっていた音読活動のポイントがよく分かりまし

た。レベル設定もよく考えて行わなければ難しいと自分が体感するこ

とで、生徒の活動に活かせないと知ったので、今後の授業に工夫をし

ようと思います。      － 2018年春 岡本講師クラス ご受講 

分かりやすい英語で説明していただき、楽しく受けることができました。

自分の今後の課題も見つかり、とても勉強になりました。 

ありがとうございました。    － 2018年春 Hug講師クラス ご受講 

とってもためになった。教える側が変わらなければならないという意識

と、先生自身もcreativeにならないといけないということに、はっとさせ

られた。これらを生徒に伝えていくことは、とってもchallengingだと感

じた。              － 2018年春 Hug講師クラス ご受講 

I think Mr. Joe Hug's seminar is the best seminar 

ever! Clear goals, well researched, good instruction 

based on a lot of references! 

         － 2018年春 Hug講師クラス ご受講 

Debateの練習が面白かった。自分が通常思っていることと違うことを

考えることで、その人の考え方の幅が広がって、他の人の考え方を受

け入れる準備もできると思った。英語の勉強は、日本の文化と違う

文化を学ぶことそのものだと思った。 

              － 2018年春 Hug講師クラス ご受講 

ディベートについて、一通りの流れを体験できたのが良かったです。 

自分が生徒に取り組ませるときは時間がかかりそうですが、うまくやれ

る機会が作れるといいなと思います。 

              － 2018年春 Hug講師クラス ご受講 

ディスカッションの方法について順を追って説明してくれたのでやり方が

クリアになりました。生徒間でやらせてみたいです。 

         － 2018年春 Hug講師クラス ご受講 

ディベートを英語でやるのはなかなか面白いなと思いました。 

覚えるだけの英語ではなく、考え、自分の意見を持ち、それを発言し

ていかなければならないと思いました。とても勉強になりました。ありが

とうございます。         － 2018年春 Hug講師クラス ご受講 

新年度、中1を担当することになり、筆順指導、フォントなど、非常に

参考になりました。現任校の実情に合わせて、カスタマイズしていけれ

ばと思います。 

         － 2017年春 手島講師クラス ご受講 

英語の学び方、教授法を教わっただけでなく、なぜ英語を学ぶのか、

英語を学ぶ先に何があるのか、それを常に持っている中で英語教師

として語らなければいけないことを思い知らされました。学ぶモチベーシ

ョン、教えるモチベーションになりました。 

－ 2018年春 柴原講師クラス ご受講 

なぜ英語を学ぶのかという本質な問いかけから始まり、英語の音声

面での基礎をしっかり作っていくという方法論がとてもためになりまし

た。教師自身としてもとても元気になりました。 

－ 2018年春 柴原講師クラス ご受講 

Input→Intake→Outputの流れが具体的にわかり、勉強になりま

した。Overlappingやshadowingなど名前は知っていて、授業で

使っていても、自分が生徒としてやる機会を得て、大変勉強になりま

した。              － 2018年春 柴原講師クラス ご受講 

柴原先生の英語の指導法を自分でも試すうちに本当に力がついた

ことが実感できた。私自身が学習者として実感していくことの大切さ

を感じた。また、それ以上に英語を学ぶ上で「なぜ」やモチベーションを

高めていくことの大切さを学ぶことができて感謝でした。 

           － 2018年春 柴原講師クラス ご受講 

素晴らしい授業でした。これから先の展望のようなものが見えたと感じ

た。シリアスな教材と面白い教材を両方取り入れてバランスがよかった

と感じた。           － 2018年春 柴原講師クラス ご受講 

グローバル人材を育成する上で必要なtipsを学ぶことができました。

私自身もマインドセットして、明日から頑張りたいと思います。 

           － 2018年春 柴原講師クラス ご受講 



  
高校に勤務していますが中学校から英語嫌いになってくる生徒が多

く、文字が苦手な生徒が多いので、少しでもヒントを得たいと思まし

た。先生の語り口がやさしく、生徒に対しても暖かい目線で接してい

らっしゃることが想像できました。学習障害の理解や生徒の間違い

やすいポイントを押さえて何度も繰り返し指導されていて、大切なの

はその姿勢なのだとかんじました。（サービス精神、ユーモア、根気

強い指導）。新出単語の導入の際、プロジェクターで黒文字→赤

文字でまとまりごとに発音させてみようと思いました。 

              － 2017年春 手島講師クラス ご受講 

実践的な指導法を知ることができた。フォント等についてとても詳しく

聞けた（文字選択の重要性）。文字確立の歴史が興味深かった。 

                － 2017年春 手島講師クラス ご受講 

長年付き合ってきた英語なので「初学者の視点」というものが完全

に欠落していたことを自覚し、大きな反省と未来への展望が見えま

した。英語のアルファベットと、フォニックススの法則性、学習のさせ

方、自分をはじめ、多くの教員が見逃していることを、手取り足取り

生徒目線で教えていただけたことは、大変恵まれた機会となりまし

た。漢字の練習をさせるように、単語の綴りの練習をさせてきたこと、

猛省につきます。中学1年生または小学生をご担当されるご予定の

ある先生方はぜひ、手島先生のご講義に出席されることをお勧めし

ます。             － 2017年春 手島講師クラス ご受講 

アルファベットを書く練習のやり方は大変参考になりました。 

                － 2017年春 手島講師クラス ご受講 

フォニックスの全体像がつかめました。 

また、母音・子音の作り方が分かりとてもためになりました。 

                － 2018年春 荒井講師クラス ご受講 

フォニックスを体系的に習ったことはなかったので、バラバラだった知識

が整理されてとても役に立った。具体的にどのように授業で教えられて

いるのかも実演いただいて良かった。 

                － 2018年春 荒井講師クラス ご受講 

中学生の時に、先生に習いたかったと思うほど音声について、詳しい

お話が聞けました。フォニックスをネイティブの先生にまかせきりで、上

手くいっていない部分もありましたので、大変参考になりました。半日

と言わず1日、2日～3日とっていただいて基礎からやり直したい気持

ちです。ありがとうございました。 

                － 2018年春 荒井講師クラス ご受講 

フォニックスは指導に有効なのに、なかなか指導法を学ぶ機会がなか

ったので、今回の講座は本当に貴重な学びの機会でした。ぜひ新年

度の授業づくりに活かしていきます。ありがとうございました。 

                － 2018年春 荒井講師クラス ご受講 

とても勉強になりました。学生時代に学んだはずですがあまり覚えてお

らず独学でやったものを中学で取り入れていました。高校の発音やス

ペリングの間違いなどに役に立つことがよくわかりました。 

                － 2018年春 荒井講師クラス ご受講 

フォニックスを学んだことがなく、けれど、とても大切なことなので、以前

から学びたいと思っておりました。先生がおっしゃっていましたが、私も

もっと早く知っていたかったです。そして、せめて中学校でしっかりフォニ

ックスの学習を取り入れてほしいと強く思いました。大変勉強になりま

した。どうもありがとうございました。 

                － 2018年春 荒井講師クラス ご受講 

Active Learningについて興味はあったものの、なかなかその一歩

が出なかった自分。今日一日で生徒に「起きなさい～」と言っている

受け身的な授業から、この先読みたいよね！知りたいよね！と喚起

させる能動的なスタイルへと変える勇気が出てきました。誰でも実践

できる働きかけをたくさん教えてもらい、4月から頑張る意欲がわきま

した。ありがとうございます。 － 2018年春 和田講師クラス ご受講 

各技能を伸長させる方法を知ることができたし、一歩教室を出ると

日本語の世界で、教室での英語の習得に必要な持続性保持が

「言葉のReality」ということに気づかせてもらった。自分の生活と関わ

りがあるということで動機付けていくことの大切さが実感できた。 

              － 2018年春 和田講師クラス ご受講 

和田先生の生徒愛、子供に寄り添う姿勢に感銘を受けました。 

授業の1つ1つが生徒にどういう力をつけさせたいかという点から作ら

れているため、生徒も安心して先生について行くことができるのだと思

います。今日、大変元気をもらいました。4月から生徒たちに還元し

ていきたいと思います。ありがとうございました。 

             － 2018年春 和田講師クラス ご受講 

何度聞いても刺激になります。How toも参考になりましたが、やはり

先生の生徒に対する熱い思いに敬服します。少しでも先生に近づけ

ますよう、頑張ります。     － 2018年春 和田講師クラス ご受講 

朝から夕方まで、ペアと協力しながら元気いっぱいな和田先生のも

とで勉強させて頂き、英語科教員としての役割そのものについて考

え直すきっかけを得ることができました。なんのために教材があり、生

徒をまきこんで、感動させ、読みたいという気持ちをおこさせて授業

ができるか。和田先生の準備されたお姿を通して、限界はないの

だ、ということを学ばせていただきました。やる気に満ち溢れた先生方

と協力して授業を受けたことは、大変に刺激となりました。少しずつ

になりますが、生徒たちのために、学ばせていただいたことを活かし

て、授業を変革していきたいと思いました。本当に誠にありがとうござ

いました！          － 2018年春 和田講師クラス ご受講 

もう言葉にならないくらい感動しました。和田先生の人柄が素晴らし

いことと生徒のために研究されているご努力はハンパないと思いまし

た。Mr. Wada is genius!!また講座を絶対受けたいです！！ 

                  － 2018年春 和田講師クラス ご受講 

日頃の授業で、ペアワークなどうまくいかないなぁと悩んでいたのです

が、和田先生はペアの組み方は工夫されているし、色々な生徒が

授業でスポットがあたって居場所を得られるようにと心を配っているこ

とに感心しました。生徒同士の関係と、生徒と教師の関係の構築を

英語の授業を通して図っていけたらと思います。 

                 － 2018年春 和田講師クラス ご受講 

まず一言「感動しました！！」これまで様々なセミナーに参加した中

でベストでした。このセミナーに参加させていただいたきっかけは偶然、

図書館で見つけた先生の「論理を読み解くリーディング」を精読し、

先生のお考えに共感し感動したことですが、今日のセミナーでも得た

ものは多く、特に（授業の小手先のテクニックではなく）英語の授

業を通して「生徒の心に寄り添う」指導、その言葉が一番印象に残

っています。          － 2018年春 和田講師クラス ご受講 

すごく教材を研究され、それを分かりやすく生徒へ還元されているの

がよくわかりとても感動しました。同時にその準備量は莫大なものと予

想できますが自分もできる限り今日のことを実践できるように頑張り

たいと思いました。ありがとうございました。 

                 － 2018年春 和田講師クラス ご受講 

4月から新入生を担当することになり、ヒントを得たくて参加しまし

た。具体的なアイディアがたくさんあり、すぐに活用させていただきたい

です。以前講義を受けた際、ノート上で先生と生徒のPersonalな

やり取りを見て、とても感銘を受けたことを今日思い出しました。以

後私も生徒と個人的なコメントをやりとりするようになりました。生徒

と人間的な関わり合いを持つ、先生の指導がすてきです。「心」を読

み解く、「心」を動かす授業を私もやりたいと思いました。 

ありがとうございました。    － 2018年春 和田講師クラス ご受講 



■募集要項 

⚫ 受講申込書 

第23回英語教育方法研究セミナー用の受講申込書にご希望の科目の名称、コードおよび必要事項を記入し、窓口に提出するか、FAX

（03-3353-8908）にてお送りください。 Eメールでのお申込み（宛先：info@nichibei.ac.jp）もできます。 

なお、学費のお支払いが団体の場合で、ご請求書の送付をご希望の場合は、受講申込書該当欄に必要事項をご記入ください。（受講申

込書は当財団窓口にて入手、または、ホームページ[www.iec-nichibei.or.jp / www.nichibei.ac.jp]からダウンロードが可能です。）※FAX

でお申し込みの場合は受信確認のため、送信後、電話（03-3359-9621）までご連絡ください。 

 

⚫ お申込受付期間 

2018年6月18日（月）～7月28日（土） 

申込順の受付で、定員に達し次第締切ります。定員に余裕のあるセッションは募集期間終了後も各セッション開講日まで 

お申し込みいただけます。各セッションの空き状況につきましてはお電話（03-3359-9621）にてお問い合わせください。 

 

⚫ 受講料納入 

受講料合計額をお申し込み後、5日以内に、以下までご納入ください。振込手数料は、お客様負担とさせていただきます。 

振込の際、振込人名はご本人の氏名をご入力ください。なお、振込人名義が異なる場合は、弊財団までお申し出ください。 

 

振込先： 三井住友銀行 麹町支店 

         口座名 一般財団法人国際教育振興会 

         口座番号 普通預金 2618244 

 

受講料のお支払いが団体の場合で、ご請求書の送付をご希望された方にはご請求書をお送りします。 

内容をご確認後、ご入金ください。 

 

⚫ 修了証明書 

ご受講の皆様に「修了証明書」を、各授業の終了後にお渡しします。 

  

⚫ 受講撤回時の取り扱い 

1. 開講日の前日までの受講撤回 

  書面による申し出にて受講料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. 受講料の返却方法 

  原則、銀行振込にて返却します（当該書面／書類には振込先の銀行口座の番号等をご記載ください）。 

 

⚫ 追加講座 

募集定員を超えてお申込を頂いた講座に関しましては、講師とスケジュールを調整した上、追加講座を実施する場合があります。 

 

⚫ お問い合わせ・お申し込み先 

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-50 

一般財団法人 国際教育振興会 「英語教育方法研究セミナー」係 坂口・藤倉 

電話：03-3359-9621   FAX:03-3353-8908   Eメール：info@nichibei.ac.jp 

 

■アクセス 
JR中央線・総武線／東京メトロ丸ノ内線・南北線 四ツ谷駅下車徒歩5分 

 

日米会話学院は四谷駅前地区再開発事業のため、 

2016年1月より再開発地区仮店舗内に校舎を仮移転しました。 

1階の四谷駅前郵便局、アウトドア用品店などの並びに入口がございます。 

http://www.nichibei.ac.jp/institute/map.html 

 

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-50 

Tel. 03-3359-9621 

 


