
 

 

 

 

 

 

2019年7月28日（日）～8月9日（金） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催： 一般財団法人 国際教育振興会 

協力： 日米会話学院 
 

www.iec-nichibei.or.jp 

 www.nichibei.ac.jp  



 

 

 

 

【ご挨拶】 
 

 

第25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 

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 
2019年7月28日（日）～8月9日（金） 

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17日（月）～7月27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。 

  
 

 



【講座一覧】 

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 
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 7/28（日） 09:30～12:40 （180分） 14 5,550円 58301 

2 
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 7/28（日） 13:40～16:50 （180分） 14 5,550円 58302 

3 
英語でレクチャーシリーズ 1 

“Tips for Effective Language Learning” 

MASCHIO, 

Christopher 
7/29（月） 10:30～12:00 （90分） 26 2,780円 58303 

4 
英語でレクチャーシリーズ 2 

“Social Issues: The LGBT Community” 
MATTOS, Ethan 7/29（月） 13:30～15:00 （90分） 26 2,780円 58304 

5 
英語でレクチャーシリーズ 3 

“Environmental Science: Climate Change” 
KANG, Chia-Wei  7/29（月） 15:15～16:45 （90分） 26 2,780円 58305 

6 
英語でレクチャーシリーズ 4 

“Psychology” 
CARGOS, Kelly  7/29（月） 17:00～18:30 （90分） 26 2,780円 58306 

7 
ライティング指導法  

～From Paragraph to Essay～ 
CARGOS, Kelly 7/30（火） 

09:30～17:10 （360分） 
（昼休:12:40～13:40） 

26 11,100円 58307 

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～ 

青谷 優子 8/1（木） 
09:30～16:50 （360分） 
（昼休:12:40～13:40） 

26 11,100円 58308 

9 
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 8/2（金） 

10:00～16:50 （330分） 
（昼休:12:40～13:40） 

26 10,170円 58309 

10 現役編集長が教える 英字新聞活用法 高橋 敏之 8/4（日） 10:00～12:40 （150分） 26 4,620円 58310 

11 
中高生対象 Listening & Speaking指導の実践 

～海外ニュースを使って～ 
CARGOS, Kelly 8/4（日） 13:40～16:50 （180分） 26 5,550円 58311 

12 
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（月） 09:30～12:40 （180分） 14 5,550円 58312 

13 
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（月） 13:40～16:50 （180分） 14 5,550円 58313 

14 フォニックス指導の実践 荒井 惠子 8/6（火） 09:30～12:40 （180分） 26 5,550円 58314 

15 
プロソディを中心とした音読指導の実践  

～絵本を使って～ 
荒井 惠子 8/6（火） 13:40～16:50 （180分） 26 5,550円 58315 

16 発話力トレーニング 入門編 HÜG, Joe 8/7（水） 10:00～12:40 （150分） 26 4,620円 58316 

17 発話力トレーニング 発展編 HÜG, Joe 8/7（水） 13:40～16:50 （180分） 26 5,550円 58317 

18 
自立英語学習法  

～アクティブラーナーを育てる～ 
高橋 郁弥 8/8（木） 09:30～12:40 （180分） 26 5,550円 58318 

19 
これからの英語の文字指導 ～英語嫌いを作ら

ない！生徒が書ける・読める！実践的指導法～ 
手島 良 8/8（木） 13:40～16:50 （180分） 26 5,550円 58319 

20 
教室という限られた中での中高生へのスピーキ

ング指導 
小菅 敦子 8/9（金） 09:30～12:40 （180分） 26 5,550円 58320 

21 
中学英語！話すことの力を高めるスピーキング

指導の工夫～スローラーナーに視点をあてて～ 
瀧沢 広人 8/9（金） 13:40～16:50 （180分） 26 5,550円 58321 

※ 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1, 2, 12, 13 「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1と12、2と13は同内容につき、併行受講不可） 

※ セッション16, 17 「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。 

※ 学費は消費税込みの金額です。 
  



【講座紹介】 

7月28日（日） および 8月5日（月） 
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 

7/28（日） 

09:30～12:40 
セッション1    

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 58301 

13:40～16:50 
セッション2 

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 58302 

8/5（月） 

09:30～12:40 
セッション12   

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 58312 

13:40～16:50 
セッション13 

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 58313 

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】 

中学・高校教科書英語教材を中心に、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等

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1と12、2と13は同内容につき、併行受講不可） 
 

講師： 岡本 恵子 

 

 

  



7月29日（月） 
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。 

英語でレクチャーシリーズ！ 

 

このクラスでは、欧米の高校で実際行われている授業を想定して、英語で他教科の授業を行います。 

高校・大学での留学を目指している生徒に向けた実例として、また英語で授業を行うヒントにご活用ください。 

 

なお授業は実際の高校での授業を想定して、50分のレクチャーを行い、その後、質疑応答。 

さらにアクティビティのバリエーションなどをご紹介いたします。 

 

実際生徒になったつもりでレクチャーを体験できます。 

時間 科目名 使用言語 コード番号 

10:30～12:00 
セッション3 

英語でレクチャーシリーズ 1 

“Tips for Effective Language Learning”  
英 58303 

This class will provide effective tips for self-directed language learning aimed at developing vocabulary, grammar, and listening 

comprehension. Engaging online resources for out-of-class study will also be provided. 

 

講師： MASCHIO, Christopher 

時間 科目名 使用言語 コード番号 

13:30～15:00 
セッション4 

英語でレクチャーシリーズ 2 

“Social Issues: The LGBT Community”  
英 58304 

50 years after the beginning of the modern LGBT rights movement, the LGBT community has experienced both major victories and setbacks. 

The aim of this class is to educate students on the history of the LGBT community, definitions and terminology we use in referring to LGBT 

individuals, and to compare the current social and political climate of Japan and the United States. Due to the serious problem of LGBT 

students in schools, this class also seeks to provide students with the information and skills necessary to support LGBT classmates and 

members of their community.  

 

講師： MATTOS, Ethan 

時間 科目名 使用言語 コード番号 

15:15～16:45 
セッション5 

英語でレクチャーシリーズ 3 

“Environmental Science: Climate Change”  
英 58305 

We will explore the key points and issues around climate change, global warming and the greenhouse effect. We will learn how our oceans 

might be affected by climate change. We will also work in groups to create a vision of a shared future. 

 

講師： KANG, Chia-Wei 

時間 科目名 使用言語 コード番号 

17:00～18:30 
セッション6 

英語でレクチャーシリーズ 4 

“Psychology”  
英 58306 

In this 50-minute lecture, we will learn about the bystander effect (傍観者効果), which explains why individuals are less likely to react to 

an emergency situation when they are in a group of people. The class will incorporate images, video, and a short reading. Students will be 

required to participate in group discussions. 

 

講師： CARGOS, Kelly 

 

 

  



7月30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 

09:30～17:10 
（昼休：12:40～13:40） 

セッション7 

ライティング指導法 ～From Paragraph to Essay～ 
英 58307 

基本的なパラグラフの書き方を学び、さらにパラグラフを展開したエッセイライティングにつなげます。 

論理的な構成や特徴を学び、段階を踏んでパラグラフライティングからエッセイライティングを体験します。 

同時に、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。 

 

 Types of Writing:  Basic Paragraph, Opinion-based Essay 

 

 Writing Steps: 

Brainstorming → Form → Outline → Draft → Review → Edit → Feedback 

 
※セミナーの最初と最後の各10分、講師が現在在学中のThe University of Oxford修士課程、応用言語学の研究に関するアンケートがございます 

  （強制ではございません）。ご協力いただいた先生方には、2020年8月頃にアンケート結果を報告させていただきます。 

ご協力いただけましたら幸いに存じます。 

 

講師： CARGOS, Kelly  

 

 

8月1日（木） 
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 

09:30～16:50 
（昼休：12:40～13:40） 

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～ 

日英 58308 

ニュース・スピーチ・ストーリーと言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。 

前半は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ます。 

単語の持つ意味を「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、などを具体的な例文を元に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、様々な文章にあてはめていく 

演習を行います。 

 

後半はニュース・スピーチ・詩・物語といった異なるジャンルを読みわけしながら、同時にオーディエンスにむけて発表する際の指導法を 

学びます。さらに発表を通して総合的なプレゼンテーション技術（目線・姿勢・表情・ジェスチャー等）を身につけ、聞き手を引き付ける 

朗読＝リーディングパフォーマンスを完成していきます。 

 

講師： 青谷 優子  

 

 

8月2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 

10:00～16:50 
（昼休：12:40～13:40） 

セッション9 

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 58309 

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。 

 

※以前ご受講いただいた方も再受講ができます。トレーニングのメニューは、ほぼ同じですが、一部教材を変更しております。 

 

講師： 柴原 智幸 



8月4日（日） 
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10 

現役編集長が教える 英字新聞活用法 
日英 58310 

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に必須の知識（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知る、語句の〈意味の暗記〉の先にある〈ニュアンスの体得〉を目指す、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11 

中高生対象 Listening & Speaking指導の実践 ～海外ニュースを使って～ 
英 58311 

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  

 
 

8月6日（火）  
 使用教材： セッション14 以下記載の書籍を使用します。 

  セッション15 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14 

フォニックス指導の実践 
日英 58314 

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15）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15 

プロソディを中心とした音読指導の実践 ～絵本を使って～ 
日英 58315 

音声指導には正しい発音とプロソディ（アクセント、リズム、イントネーション、間の取り方）の知識が必要不可欠です。相手に伝わりやすい

英語を話すには、個々の音よりも、プロソディの方がより重要だとも言われます。先ず、英語の音節構造とアクセントの特徴を理解して、  

英文のリズム（文強勢）をつかむ練習をします。リズムをつかんだら、ダイアログを聞いて、核強勢とイントネーションのルールを確認し、 

自然なイントネーションでの発話につなげましょう。学んだプロソディの知識を活用して、絵本の音読にも挑戦してください。最後に音読

指導の目的について再考してみたいと思います。 
 

講師： 荒井 惠子 

 

  



8月7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 

10:00～12:40 
セッション16 

発話力トレーニング 入門編 
英 58316 

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17 

発話力トレーニング 発展編 
英 58317 

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8日（木） 
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18 

自立英語学習法 ～アクティブラーナーを育てる～  
日英 58318 

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 （質と量の学習のバランス、見落としがちな読み・書き・文法） 

● 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。 

 リピーティング、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、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： 高橋 郁弥 

時間 科目名 使用言語 コード番号 

13:40～16:50 

セッション19 

これからの英語の文字指導 

～英語嫌いを作らない！生徒が書ける・読める！実践的指導法～ 

日英 58319 

英語の文字はわずか26文字（×2）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。 

2019年2月刊行の小著『これからの英語の文字指導』（研究社）の内容に即してお話しします。 

 

講師： 手島 良 

 

  



8月9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 

09:30～12:40 
セッション20 

教室という限られた中での中高生へのスピーキング指導 
日英 58320 

学習指導要領も改訂され、大学入試の英語の試験も変わることとなり、スピーキングの指導も今まで以上に結果を求められるようになって

きました。しかし、教室という限られた空間で教科書を扱いながら、実際のコミュニケーションを英語で行わせるのは至難の業です。私たち

ができることは何か。教室でのスピーキング指導の基本的な考え方と実際をお話しいたします。 
 

講師： 小菅 敦子 

時間 科目名 使用言語 コード番号 

13:40～16:50 

セッション21 

中学英語！話すことの力を高めるスピーキング指導の工夫  

～スローラーナーに視点をあてて～ 

日英 58321 

児童・生徒に優しくありたい！英語が苦手な子供たちの気持ちになって授業を組み立てたい！そう思って30年間、公立の小・中学校に 

勤めました。やはり原点は、英語のできない子ができるようになっていく授業でした。2020年からの小学校外国語の教科化、3・4年生からの 

週1時間の外国語活動等、日本の英語教育は大きく変わります。本講義では、小学校におけるSmall Talk実践から中学校英語の特に 

スピーキングについて、英語の苦手な生徒も取り組める活動事例をワークショップ形式で紹介いたします。主な活動では、話すこと 

（やり取り）で、どの子も話せるようになる「すらすら英会話」や「すらすら英単語」の紹介、4人1組で行うEnglish Salon、協働学習を生む 

Picture Describing、教科書本文を用いたSmall Talk他、話すこと（発表）では、「8文スキット」「スピーチ」「スピーチQA」などを紹介いたします。 

即、2学期からの授業に使える活動になることと思います。 

最後に、これからは小学校英語抜きには、英語教育は語れません。そういう意味でも、小学校実践にも目を向けてもらえたらと思います。 
 

講師： 瀧沢 広人  

 

 

 

 

  



【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。 

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。 

独立後は朗読メソッドを用いて英語朗読・プレゼンテーション講座・講演などを全国で展開する他、 

朗読リサイタル・イベント司会、通訳など活動は多岐にわたる。 

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 

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。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 

日米会話学院専任講師。 

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。 

オックスフォード大学 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。 

KANG, CHIA-WEI 
日米会話学院講師。 

サンノゼ州立大学大学院修士課程修了（TESOL）、カリフォルニア大学バークレー校卒（英語）。 

KOSUGE, ATSUKO 

小菅 敦子 

元東京学芸大学附属世田谷中学校主幹教諭、東京女子大学他非常勤講師。 

一般財団法人語学教育研究所常務理事、パーマー賞選考委員長。 

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科（博士課程）修了（教育学博士）。 

1997年「パーマー賞」（語学教育研究所）受賞、NHKラジオ『基礎英語１』講師（1994～1995年度）。 

著書（共著）『スピーキングの指導』（研究社）、『英語力はどのように伸びてゆくか―中学生の英語習得

過程を追う』（大修館書店）、『英語授業は集中！―中学英語「633システム」の試み―』（東京学芸大学

出版会）、など。 

MASCHIO, CHRISTOPHER 
日米会話学院専任講師。 

神田外語大学大学院修士課程修了（TESOL）、ディーキン大学卒（オーストラリア）（商学）。 

MATTOS, ETHAN 
日米会話学院専任講師。 

ホバートアンドウィリアムスミスカレッジ卒（公共政策）。日米学生会議参加。 

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・翻訳コース修了。 

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。 

TAKAHASHI, IKUYA 

高橋 郁弥 

日米会話学院専任講師。 

ロンドン大学大学院修士課程修了（国際学と外交）、上智大学卒（英文学）、ソルボンヌ大学フランス文明

講座最上級ディプロム、当学院同時通訳科卒。通訳案内士（英語・仏語）、DALFC1。元JICE研修監理員

（英語）。 

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。 



TAKIZAWA, HIROTO 

瀧沢 広人 

岐阜大学教育学部准教授。埼玉県公立小・中学校を勤務後、2018年より岐阜大学教育学部で主に小学校

英語教育を専門に、学生指導に当たっている。趣味は、農作業と旅行、温泉にドライブ。2019年6月発刊の

『英語教師のためのTeacher’s Talk & Small Talk入門』（明治図書）でちょうど50冊目の著書となった。 

主な著書は『絶対成功する！英文法指導アイデアブック 中学１年～3年編』（明治図書）『授業が必ず盛り

上がる! 小学校英語ゲームベスト50』、『中学英語 生徒が5分で話し出す! スピーキング活動ベスト45』 

（学陽書房）他多数。 

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大学院言語学科修士課程修了（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）、『英語指導技術 

ガイドQ&A』（共著・開拓社）、『Expressways』（共著・高校教科書「英語表現I」、開隆堂）、『これからの 

英語の文字指導 書きやすく 読みやすく』（研究社）など。 
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■ご参加された方の声 （2018年夏・2019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。 

 

 

 

 

  

シャドーイングで細かい部分（冠詞など）まで聞き取ることができるには

文法の理解も重要だと感じた。体験しながらの受講でとても分かり

やすかった。授業を行う上での様々な工夫がとても参考になりました。 

－ 2019年春 岡本講師 ご受講 

とても役にたつ講座で楽しかったです。リピーターですがまだぜひ受講 

したいです。 － 2019年春 岡本講師 ご受講 

自分のスキルアップのための方法が習得できました。また参加します。 

              － 2019年春 岡本講師 ご受講 

新たな視点から授業に取り入れられる内容でした。 

              － 2019年春 岡本講師 ご受講 

面白かったです。やはり英語は楽しいですね。授業では英文などを

「覚えさせよう」「暗記させよう」というようにやってきましたが、無理やり

やらせている感じでは生徒のやる気は出てきません。音読とかのやり

方も変えていきたいと思います。  － 2019年春 岡本講師 ご受講 

新鮮な気持ちでした。やり方の背景にある意味や意図が理解できた。

これまで見よう見まねでやっていたことの理論的ベースを知ることが 

できたことで、今後の指導に活かしていきたい。 

              － 2019年春 岡本講師 ご受講 

いただいたレジュメも、授業内容もとても刺激的で、きれいにまとまって

いて、そのまま自分の講座で使えそうだと思いました。ありがたいです。

自分のスキルとしては、リスニングやシャドーイングはもちろん、頭ごな

し訳がとても刺激的でした。意味はわかっているのに、意外と日本語

が出てきませんでした。これから練習したいです。次は発展編も受け 

たいです。 － 2019年春 岡本講師 ご受講 

2回目なので再発見がたくさんありました。               

－ 2019年春 岡本講師 ご受講 

実技と講義のバランスが良く、内容が理解しやすかったです。午後の

レッスンはとても良い刺激でした。練習時間を増やしていこうと思います。 

 － 2019年春 岡本講師 ご受講 

通訳メソッドはとても英語力を伸ばすのに有効だと思います。実践の

中でたくさん理解が深まっていくのが体感できました。授業でもスマホ、

iPadを使って実践していきたいと思います。音読とシャドーイングの

大事さを改めて体感しました。先生の説明もわかりやすく、3時間は

あっという間でした。 － 2019年春 岡本講師 ご受講 

素晴らしかった。Amazing lesson! I’ll come back to your 

class again!  － 2019年春 Cargos講師 ライティングクラスご受講 

ライティングのBrainstormingからEvaluationまで、1日で学ぶことが

できてありがたかったです。 

 － 2019年春 Cargos講師 ライティングクラスご受講 

中身の濃い内容で、これまで受けたWritingのセミナーで一番勉強

になりました。4月からの授業への良いヒントをたくさんもらえました。 

本当に良かったです。 

－ 2019年春 Cargos講師 ライティングクラスご受講 

授業で活用できる内容が豊富にあり、参加して良かったと思いました。            

－ 2019年春 Cargos講師 ライティングクラスご受講 

6時間があっという間でした。具体的に授業でどのように習ったことを使

えばいいのかに触れてくださり、役立ちました。新年度の授業に生かし

たいです。 － 2019年春 Cargos講師 ライティングクラスご受講 

The instructor did a splendid job. She was very 

organized and energetic, open-minded and 

encouraging. No wonder she is one of the most 

popular teachers here. Thank you very much for the 

great class. Looking forward to her next class. 

           － 2019年春 Cargos講師 ライティングクラスご受講 

Writingの論理構成をここまで深く説明していただいたのは初めてで

した。生徒のレベルにより調整しやすいFeedbackまでアドバイスして

くださり、ありがとうございます。 

  － 2019年春 Cargos講師 ライティングクラスご受講 

この授業を教員になる前に受講しておくべきでした。本当に勉強にな

りました。      － 2019年春 Cargos講師 ライティングクラスご受講 

発音練習から、英語の勉強まで丁寧に教えていただき、大変参考にな

りました。個人の英語力向上のためにも、プロソディ、シャドーイング、 

ディクテーションをこれからも続けたいと思います。 

  － 2019年春 柴原講師 ご受講 
先生のお話が熱くて面白かったです。先生のお姿を見て、生徒が育

っていくというのはよくわかっているつもりでしたが、ふと気づくと、大きな

声で積極的に話したりしていない、と自分の姿を振り返るきっかけに

なりました。今日教えていただいたことを4月からの授業にどう組み込

むかたくさん考えました。楽しい新学期になりそうです。 

－ 2019年春 柴原講師 ご受講 

達人ほど基本に忠実ということがよくわかりました。また理想とVision

を語っていただけるお人柄が素晴らしかったです。 

  － 2019年春 柴原講師 ご受講 

音読のそれぞれの目標とトレーニング方法が大変分かりやすかったです。

生徒の側でやってみて、私が苦手なところ、生徒がつまずきやすいところ

がわかりました。 － 2019年春 柴原講師 ご受講 

新聞記事の基本的な読み方がよくわかりました。 

           － 2018年夏 高橋講師 ご受講 

興味深い内容で最後まで飽きずに大変勉強になりました。現役の 

編集長に教えていただけて、良かったです。 

               － 2018年夏 高橋講師 ご受講 

勉強のために英字新聞を読んでいます。今回教えていただいた活用

法を活かし、自分の語学の向上に努めていきたいです。Readingの

指導の際にも本日教えていただいたノウハウを今後活用させていただ

きます。 － 2018年夏 高橋講師 ご受講 

たいへんわかりやすく、実践的でした。自分の英語力向上のために

たいへん役立てる内容でした。さっそく自分の自立学習の参考にして

いきたいと思います。また高橋編集長の講義を受けたいです。 

               － 2018年夏 高橋講師 ご受講 

4月から高3の時事英語をThe Japan Timesを使って教えています。

いろいろと試行錯誤だったのですが、この授業を受け、後期からはもっと

中身の濃い授業が展開できそうです。 

                    － 2018年夏 高橋講師 ご受講 

生徒の英作の授業でぜひ活用させていただきます。英字新聞ならでは

の文体、構造があることを知り、とても勉強になりました。 

               － 2018年夏 高橋講師 ご受講 



  
News教材を使いinput→outputまで4技能を使えるなんて、これは

ぜひ授業でチャレンジすると生徒の反響があるに違いないと思います。 

Cargos先生の英語のinstructionsがとてもsimple & clearで 

授業中にどんどん丁寧語を使いたくなりました。また受講したいです！

－ 2019年春 Cargos講師 Listening＆Speakingクラスご受講 

Today’s materials are so practical. I will try this on my 

new school year class! 

－ 2019年春 Cargos講師 Listening＆Speakingクラスご受講 

具体的に授業に活かせるresourceとideaをたくさんいただきました。

いろいろなレベルの生徒に合わせて、様々なアレンジができることが良く

わかりました。授業のイメージができました。Cargos先生のお人柄、

明確な指示、生徒の励まし方など、多くのことが勉強になりました。 

－ 2019年春 Cargos講師 Listening＆Speakingクラスご受講 

It was not just a news listening, but an organized four-

skill activities. I think I can apply today’s ideas to other 

world news around us. Thank you! Making news using 

given vocabulary was fun! I’d like to try it at school. 

－ 2019年春 Cargos講師 Listening＆Speakingクラスご受講 

Newsを教材にするのは難しくtryしたことはなかったが、新学期はぜひ

取り入れたい。英語もすごくわかりやすく、自身の英語力upに役立った。 

－ 2019年春 Cargos講師 Listening＆Speakingクラスご受講 

来年度の授業のアクティビティを考えていたので、たいへん参考になりました。

リスニングだけでニュースを使うのも、内容にあまり深く入り込むのも難しいです

が、本日教わった活動はどれもやりやすく、生徒も楽しいと思います。素晴ら

しい授業のヒントをいただきました。あっという間に時間が過ぎてしまいました。

先生の英語もクリアーで聞きやすく、ニュースを聞くまたはサマライズするストラ

テジーも明解ですぐ使えるものでした。先生が明るく楽しい時間でした。 

－ 2019年春 Cargos講師 Listening＆Speakingクラスご受講 

おすすめ教材の紹介、素材の選び方、授業の進め方など、今まで

自分が迷っていたことへの明確な答えがいただけてとても役に立ちま

した。受講者の発言に対する先生のフィードバックの仕方、板書の仕方

などもとても参考になり、自分の発話がどんなに下手でもよい所をすくい

取ってポジティブにコメントすることの大切さを学びました。 

－ 2019年春 Cargos講師 Listening＆Speakingクラスご受講 

単語テスト前の準備プリント、来年度、私も実践したいと思います。 

とても参考になりました。後半ハンドアウトなどを使って、先生の授業

実践のお話、授業がとても楽しかったです。 

－ 2019年春 荒井講師 ご受講 

長年フォニックスについて知りたいと思っていました。本日は要領よくま

とめられた教材、説明でよくわかりました。有意義な時間を過ごすこと

ができました。 － 2019年春 荒井講師 ご受講 

自分はフォニックスで習わなかったので、フォニックス指導が大変難しか

ったのですが、今日の講習を受けてわかりました。 

－ 2019年春 荒井講師 ご受講 

先生のお話がとても分かりやすかったです。中高で先生の授業を受けていたら、

もっと楽しく英語を学べていたかもしれないと思いました。「とりこぼしのない 

ように」とどの子にもわかりやすく授業されていることが伝わってきました。私も 

フォニックスに少し苦手意識を感じていましたが今日、10ルールだけでいいのか！

と前向きな気持ちになれました。これからしっかり学んで指導に活かしていき

たいと思います。 － 2019年春 荒井講師 ご受講 

フォニックスを指導に活かそうと思います。－ 2019年春 荒井講師 ご受講 

中学生にどのように指導すればより英語に興味を持つか、悩んでいた

ので、絵本を利用しての指導を考えてみたいと思います。まずは自分が

たくさんの絵本を読んでみたくなりました。 

－ 2019年春 荒井講師 ご受講 

プロソディがいかに重要であるか、よくわかりました。今後の授業でも絵本を使っ

た指導を入れていきたいと思いました。 － 2019年春 荒井講師 ご受講 

とても整理されていてよく伝わる授業でした。ぼんやりと「いいな」と

思っていたことが、言葉で説明していただけた気がします。より自信を

持って、音やリズム、イントネーションの大切さを伝えていきたいです。 

－ 2019年春 荒井講師 ご受講 

いろいろなタスクを紹介していただいて、授業で即使えるものが多くて助か

りました。 － 2019年春 HUG講師 ご受講 
Great session! Great amount of knowledge that I can keep in 

mind for the next school year. － 2019年春 HUG講師 ご受講 

先生のプレゼンテーションがわかりやすく、またそれぞれのactivityも生徒

に教えていきたいものばかりでした。またcritical thinkingについて、

いろいろ学ぶことができてとても良かったです。 

－ 2019年春 HUG講師 ご受講 

ちょうどディベートを取り入れ、もっとうまく指導したいと悩んでいたところ 

だったので、自分も実際に練習できて、どうしたらより良い授業をできるか

参考にできそうです。 － 2019年春 HUG講師 ご受講 

教員としてだけでなく社会人として社会を構成する一人の人間として、

社会に関わる的確な考え方を教えていただきました。 

       － 2019年春 HUG講師 ご受講 

効果的な指導のための様々なアイディアをいただき、とても勉強になり

ました。 － 2019年春 HUG講師 ご受講 

非常にテーマが明確でわかりやすかったです。質問もしやすかったです。 

                       － 2019年春 HUG講師 ご受講 

アルファベットの指導がこんなに奥深いということに感動しました。1秒

たりとも聞き逃せない内容ばかりでした。先生の豊富な知識に感嘆

いたしました。講座終了後すぐに先生のご著書を注文しました。沢山

の質問に答えていただき、本当にありがとうございました。また参加

させていただきます。 － 2019年春 手島講師 ご受講 文字指導における問題点と、合理的な指導の理論がわかりました。

また後半の綴りと発音の具体的な指導の仕方が大変参考になりま

した。先生が日頃相手にしている生徒の抱える問題をベースにしてい

るので説得力がありました。 － 2019年春 手島講師 ご受講 

文字指導、アルファベットと発音をつなげて、生徒が自分の力で読める

ようにするための丁寧で具体的な指導法を共有してくださり、大変参考

になりました。書き足し法、ぜひ次の4月からやってみようと思います。 

－ 2019年春 手島講師 ご受講 文字指導について細かい部分までよく理解できました。特に音と綴り

をつなげる点でヒントをいただければと思っていたので、「書き足し法」

とその助言についてとても勉強になりました。来年度は主に高3生を

担当しますが、happyやlikeは書けるのにどうしてもlifeが書けない

生徒もいます。今日その生徒に対する指導の糸口が少し見えて

とてもありがたかったです。中学生の時につまずいてそのまま高校でも 

苦手意識を持ち続けている生徒には後半の内容がとても参考に 

なりました。 － 2019年春 手島講師 ご受講 

生徒がつまずくところがよくわかりました。何がわからないのか自分では 

わかっていなかったので、指導の方法の良いアドバイスをいただきました。 

－ 2019年春 手島講師 ご受講 

ここまで細分化して指導するのかと驚きました。雑に指導していたこと

を反省させられました。 － 2019年春 手島講師 ご受講 



■募集要項 

⚫ 受講申込書 

第25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 

2019年6月17日（月）～7月27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ています。 

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。 

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

 

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-50 

Tel. 03-3359-9621 

 


