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塾全協英語セミナー 2018.9.21 報告 中村 勲(地球塾)

実践英語を習得するためには？partⅡ プレゼンター 芝原由紀子先生

芝原先生のセミナーは今回で２度目。
前回は日本人には分かりにくいアメリカ人の

発音、特にリエゾン（連結）をわかりやすく説

明してくれ好評でした。今回は前回の復習と実

践英語を身につけるためのトレーニングの話を

中心に話されました。今回の報告はこのセミナ

ーをどう活かせばいいかという視点でまとめて

みました。

あきらめてはいけない

英語を教えることができるが、会話には自信

がない。そんな塾の先生は私を含め少なくない

のではないか。海外勤務を経験し、ネイティブ

を講師として雇っている知人の先生は日常的に

話す機会があるため、外国人を前にしても堂々

としている。うらやましい限りだ。一方、海外

勤務の経験もなく、ネイティブと話す機会もな

い、そんな塾の先生はどのようにすれば、４技

能の時代に果敢に立ち向かうことができるのだ

ろうか。

他者をうらやましく思ったり、「もう年だか

ら」とあきらめるのを正当化したりする必要は

全くない。自身の力量でやれることをやればい

いのだ。むやみにお金を使う必要もない。自塾

で自らトレーニングし、中学生に「話す力」「聞

く力」を身につけてもらう指導法を確立すれば

いいだけだ。早速、芝原先生から教わった「ネ

イティブの発音の特徴」とパラレルリーディン

グを中３生の授業で試してみた。

ネイティブの発音の特徴を理解させる

① 連結 子音と母音はつながって発音さ

れる。 an apple （アナポ）

①脱落 p,b,k,g,t,dの音が重なると最初の

音は発音されない。また、これらの音が文の

最後にくると、ほとんど発音されない

hot dog （ホ ドッグ）

want to （ワン トゥ）

① 変化 母音にはさまれたtの音はdまた

はrの音に近くなる。

eat it （イーディ） letter （レダ）

① リズム 音の強弱がつくるセンテンスのリ

ズム

Let’s check it up （強弱強になっ

Let’s check up it （強強弱になっ

てリズムがないから好まれない）
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（練習） I like it a lot （アイ ライ

キ ダロ ）

この授業は生徒には好評だった。リスニングが

苦手と話す生徒は「a lot の発音がわかった」

と話していた。

パラレルリーディング

CDの音源を使い英文の文字を目で追いな

がらネイティブと同じリズム、発音、速さで

音読していくことだ。これはできる。入試問

題の放送台本は同じ内容を2回放送するので

訓練しやすいのでお勧めしたい。訓練を継続

するためには、簡単でなければならない。こ

の訓練は生徒もやりやすいみたいだ。 スピ

－キングだけでなく、リスニングはもちろん、

長文読解の訓練にもなり、効果が出そうだ。

シャドーイング

ＣＤの音源を使うが、英文の文字から目を離

し耳から入る英語を自分の声で話していくこと

だ。最初は自分の声がじゃまして音源が聞きづ

らいが、次第に区別できるようになると、芝原

先生は話す。しかし、実際やってみると難しい。

耳を頼りにしてそれを話そうとすると舌がまわ

らない。これは相当の訓練が必要だ。芝原先生

は、文字に頼らず音に集中することで正しい発

音、発話のスピードがアップするだけでなく、

繰り返すことにより、英語の語順で意味理解が

スピードアップすると話される。感覚神経や運

動神経の優れた若い生徒のほうが意外とはやく

身に着けることができるかもしれない。

ディクテーション

音源を１センテンスまたは意味のまとまりで

止めて正確に書き留めていくことだ。これは

できそうだ。リスニングにも英作力にもつな

がるにちがいない。慣れてくると、長いセン

テンスや3センテンスぐらいは可能であろ

う。

「英語が無意識に出てくる」を

めざして

以上、訓練の骨子をまとめてきた。芝原先生は、

「わかる」と「使える」は保存のされ方（記憶の

質）が違うと話す。「わかる」は知識でとどまっ

ているが、「使える」は技能レベルが高く無意識

に活用でき、検索スピードが速い。 一旦定着す

ればほとんど忘れない。繰り返し検索されること

で、ゆっくりしたペースで定着する、と話す。こ

の話は本質的だ。これからスピーキングに力を入

れたい塾にとって傾聴に値する内容である。英会

話は無意識に出てくるように訓練せよということ

だと思うが、ピアノの鍵盤を弾いている指のよう

に勝手に言葉が出てくるためにはどうすればいい

のだろうか。

芝原先生は、英語講師はスポーツコーチとよく

似ていて英会話のレベルが二流でも正しい指導法

で指導すれば一流の話し手を産み出すことができ

ると話す。英会話の力が二流であっても、教え方

が一流である先生も多い。

私達は一から始めるのではない。今までの授業

のスキルを活かして自塾で何ができるか考えてみ

よう。具体的なカリキュラムはその中から出てく

るはずだ。「使える英語」の指導は今の塾の限ら

れた時間では難しいかもしれないが、「継続は力

なり」、たとえ5分でも続けたいものだ。

さらに、指導要領が改定されれば、学校でスピ

ーキングのテストが実施される可能性が高いた

め、今から自分を紹介する英文を作らせ、みんな

の前で話す訓練ぐらいはしておこうではないか。
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11月初旬、大阪市住吉区にあるSHIRAI PRIV

ATE SCHOOL に白井陽子先生を訪問しました。

地上300m日本一の高層ビルあべのハルカスを仰

ぎ見る路面電車 南海上町線天王寺駅からチンチ

ン電車にガタゴト揺られて１５分、帝塚山３丁目

駅のすぐ前のマンションの３階に教室はあった。

移りゆく時代と共に大阪もだいぶ様変わりしてし

まったけれど、この地域は１歩入れば昔からの高

級住宅街がまだ残っている地域である。

◇来歴

石川県輪島の出身で、公立の小学校の先生を１年

間やった後、松下電工(現パナソニック)のでキッ

チンコーディネーターを１年間勤める。その後、

教員に戻って私立の小学校の先生を５年間勤めた

後、また松下電工の神戸や大阪の京橋で照明関係

の仕事を３年ほどやった後、以前勤めた私立の小

学校から声がかかり、担任を１年間やったり家庭

科の先生を半年やったりしながら、その間頼まれ

て個人の家の一室を借りて中学受験で大手塾へ通

っている子の家庭教師などもやっていた。

その後現在の場所に移ってから本格的に塾として

始動し、塾全協に入会した。

以来、幼稚園受験や小学校受験の子供、高校受験

する韓国人の子供たちの日本語と勉強など口コミ

で様々な条件の子供を頼まれて引き受けてきた。

◇現在の塾の様子などについて

現在、小６は在籍する６人とも同じ私立の小学校

６年生で、内部受験して中学では成績のいいクラ

スを目指している生徒が２人、現在通っている小

学校から別の中学を目指す生徒４人がいる。

内部受験の生徒は、日頃の態度や学力、内申とテ

ストの結果などで総合的にクラス分けが判断され

塾人 白井陽子

SHIRAI PRIVATE SCHOOL

る。先生との相性もあり、常に指導していく必要

があって大変手間がかかる。

生徒たちも学力的に開きがあって、塾ではできて

いるのに学校のテストではできない生徒がいるが

なかなかその原因が分からない。もっと指導すれ

ばできたはずなのにと反省することも多い。ただ

その子の場合は、保護者の方が自分たちの子はあ

とから伸びていくタイプの子だと理解してくれて

いるので助かっている。

講師は自分以外にアルバイトの学生が数人い

る。午前中にプリントを作ることが多く、生徒は

学校の帰りに教室に来るので早いときは２時、普

通でも３時や４時に来て高学年は４時～５時半く

らいに来る。中学生も小学生の時からこの塾へ通

っていて同じ私立中学の生徒がほとんどで、学校

の内容に沿って教えている。７時まで一斉に教え

た後、個別の授業が夜10時まである。

◇教えていてどんなところが難しいですか？

自分が、生徒の母親より若いときはお姉さんとい

う感じで悩みを相談してくれたけど、今だと子供

の母親より年上なので悩みの相談が減って逆に生

徒から労られるようになった。

同じクラスで学力差があるとできない子は逆にや

らなくなっていく。

女の子は色気づくのが早いので中学受験でも全部

そっちのほうにいったりするので難しい。男の子

はそういうことは受験とは別にして勉強は勉強と

してやる。
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中学生は反抗期があるし学校の先生が好きだと

授業を聞くがそうでないと聞かなくなる。

ゆとり教育の時と違って今は教える内容がすごく

増えたので教えきれなくて、学校の進度もすごく

速くて子供たちもついていけてるかどうかわから

ない。高１を１人教えているが、１０年前に教え

たときと全く違い、すごく進度が速くなっている。

小学生は大手塾に通っている子が多く、大手塾、

公文、当塾、そろばん、英語、家庭教師など様々

な習い事をしている。小１から来て３年生の終わ

りくらいに大手塾に移るときや、入試の発表日に

連絡が来ないときがあって夕方にこちらから連絡

しなければいけなくて合格していたときなど、仕

事とはいえ一生懸命教えたので保護者との温度差

に寂しさを感じる時もある。

◇午前中からプリントを準備されるなど

１日の労働時間が長いと思いますが、ス

トレス解消法は？

ストレスが溜まると歯の噛み締めが強く奥歯が

割れて無くなるのでマウスピースをして寝るよう

にしている。ストレス解消法にはヨガ、サウナ、

声楽、茶道などがあるが毎日やっているのはお酒

でその日のストレスが無くなるように気が済むま

で飲んでから寝るようにしている。

子供たちが少しでも楽しく学べるように色々なカ

ード類やお菓子が用意されていた

◇ふだん気をつけていることは？

子供が笑顔で楽しく学んでほしいのでカードゲー

ムをしたり歌で県名や地名などを覚えるようにし

ている。小中学校とも学校の帰りに塾に来る子が

多くおやつも食べていないのでお菓子や飴などを

毎日そろえている。

塾に来たからにはその日は、勉強以外のことでも

何でもいいから何か１つでも得るものを持って帰

ってほしいと思っている。これからも望まれるよ

うに合わせてこの塾を続けていきたいと考えてい

る。

１時間余り、白井先生は実にエネルギッシュに休

むことなく話してくださった。本当に教えること

が好きなんだなあと感じたこの日の訪問でした。

【編集後記】
芝原先生の英語セミナーは個人的な事情で参加

できず、藤井先生に写真をお借りした。
久しぶりの塾の訪問で白井先生のお話の中で

『塾ではできているのに学校のテストではできな
い生徒がいるがなかなかその原因が分からない。』
ということを私自身も自塾の生徒によく実感して
いる。
もうずいぶん前になるが、生徒の成績をよくあ

げている個人塾の女の先生から「定期試験の１週
間ほど前にそれぞれの生徒が自分で注意すべきこ
とを10個くらい書かせて自覚させていく」とい
うお話を伺って、私も試みたが１人の生徒に５個
も浮かばなくて、そのうちやらなくなってしまっ
た。 女性ならではの気の細やかで丁寧なやり方
というとお叱りを受けるかも知れないが、今でも
たまに勉強面で上手くいかない生徒に注意すべき
点を書き出してみることがあるが、なかなか書き
出せない。
何十年経っても相変わらぬ自らの観察眼の無さ

に愕然とするばかりだが、たぶん生徒たちにやら
せるより前に、自分自身が何が足りないかを５０
個くらい書き出す必要があるのだろう。恐ろしく
てなかなかできそうもないのだが(笑)

編集責任 Ｉ塾 平野芳英


