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日時：2015 年 11 月 29 日（日）午後 5 時~7 時 

場所：津々浦々（柏）

講師：ランズリー・ドウハイロンソッド氏（レインズ英会話）

参加者：6 名 

文と写真：NPO 塾全協全国事務局長・東日本ブロック広報局長	 中村基和（むさし野ゼミナール） 

	 久しぶりに開催された「塾長のための英会話教

室」ですが、私にとっては楽しみな NPO 塾全協の

イベントのひとつです。	 

最初は‘What	 do	 you	 do?という質問に対して職

業の自己紹介。皆さん juku ですが、私は塾って英

語ではなんと言うのかな？と以前から悩んでいま

した。日本に長く滞在している外国人ならば‘juku’

または‘juku	 school’ででわかるでしょうが、一

般の外国人にはわかりません。‘private	 school’には違いありませんが、「私立学校」になってしまいます。

で、私は苦肉の策で、‘a	 private	 preparatory	 and	 supplementary	 school,	 which	 offers	 lessons	 to	 the	 

students	 after	 school	 ’と言っていますが、一応通じています。ネットで調べたら‘a	 tutoring	 school’

という言葉がありました。また「個別指導塾」は‘a	 private-tutoring	 school’で、この場合の‘private’	 

はハイフンがあとにあるので「私立」という意味ではなく「個別の」という意味になるようです。これは使

えるかもしれません。	 

さて、話は戻って前回も‘My	 name	 is	 ....’から始まり、職業の自己紹介をするのが最初でしたが、今回

はそのあとがレベルアップされました。2 番目は‘What	 is	 your	 responsibility?’と、仕事上何の責任を

持っているかの質問に対して答えるもので、‘I’m	 responsible	 for	 teaching	 (managing,	 designing)’な

どで答えるものでした。まさに「塾長のための」です。	 
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	 3 番目は、‘How	 long	 have	 you	 been	 teaching?’に答えるもので、1 人を除いて皆さんお年を召している

と思われる答えでした。‘for’を使って答えたら、今度は‘since’ならと別の答え方もさせられ、何か自分

が中 3 にやっている授業みたいでした。	 

	 4 番目は、‘What	 did	 you	 study	 in	 university?’に答えるもので、答え方は‘I	 majored	 in	 ~’。初め

ての人同士の質問は‘Simple	 answer	 is	 best.’だそうです。	 

	 5 番目は、‘Did	 you	 enjoy	 your	 university	 life?’私を含めて何人かは麻雀ばかりやっていたという答

えでした。これには爆笑。思わず最近役満をあがったのを思い出しました。（S 先生ゴメンナサイ）ランズリ

-先生の説明では‘small	 talk	 (light	 conversation)’が良いとのことでした。そのあと、話題として適切

なもの(safe)か不適切なもの(dangerous)かを答えさせるコーナーがありました。‘safe’の話題は、‘sports,	 

marriage,	 family,	 trouble,	 art,	 architecture,	 world	 affairs,’などで、‘dangerous’の話題は、‘religion,	 

political	 situation,	 horror	 ’などでした。日本ではよく酒の席で政治、宗教、野球の話はするなと言わ

れますが、それに近いかと思われます。	 

	 最後に‘one	 good(	 bad,	 interesting,	 surprising)	 news	 about	 yourself	 recently’を各自語ってもら

うことになりました。具体的には書けませんが、‘good	 news’で集中砲火を浴びた先生もいました。‘bad	 news’

として私は最近甲状腺の炎症で入院してしまったと言いたかったのですが、「甲状腺」は英語で何と言うのか

分かりません。英語ペラペラの山本先生も、「これは辞書を引くしかない。」ランズリ-先生は少し考えて、

‘thyroiditis’。勿論、初めて聞く英語でした。私は、‘But	 the	 nurses	 in	 the	 hospital	 were	 all	 young,	 

kind,	 and	 cute.’と結びました。これは‘good	 news’でした。	 

	 レッスンが終わってから、外国人教師の塾

への派遣の話が出ました。ランズリ-先生が

NPO 塾全協会員塾にお知り合いを紹介してく

ださるような話があるようです。具体的なこ

とがわかりましたらお知らせします。	 

	 最後は懇親会。この懇親会はそれ自身が英

会話教室になるのが特徴です。今回の研修会

も最初から最後まで非常に楽しませていただ

きました。そして‘very	 instructive’な会

でした。今後も是非とも続けていただきたいものです。東京でも開けたらなとも思っています。	 
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日時：2015 年 12 月 13~14 日（日、月）午後 5 時~ 

場所：木もれび（おごと温泉）      参加者：12 名 

文と写真：中村基和 

	 温泉地を使っての恒例の西日本ブロック拡大理事会・忘年会ですが、今年

は琵琶湖南部のおごと温泉。私にとって琶湖を訪れるのは 30 年ぶりのことで

した。折角はるばる琵琶湖まで行くのですから、琵琶湖見学でもしようかと

思って早めに出かけたのですが、なんと偶然にも沖縄からいらした後田多会

長と錦城先生に駅で偶然出会い、小さな遊覧船で簡単な琵琶湖見物をしまし

た。 

	 午後 5 時から拡大理事会となりました。やはり東日本ブロックから出席した沼田理事長が財務の東西統一

を提唱し、受諾されました。また「東京探訪」は 4 月 10 日にするとの発表もありました。私からは来年度

の全国常任理事会、全国総会の場所と日時(5 月 29 日、東京八重洲口 アット ビジネスセンター)と NPO 塾

全協ホームページの URL と会員専用ページの ID・PW の変更をお知らせし、塾全協共有フォルダの説明を

しました。 

	 6 時半からは忘年会。ブリティッシュヒルズの話は勿論、東西の入試事

情の情報交換が色々出来ました。やはり英語教育のこれからには皆さん興

味深々で、中でも 4 技能型入試に関して「話す力までは塾では教えない」

と断言した村田先生の話は印象的でした。一次会が終わって宿泊部屋で二

次会。皆さん大乗りで、歌いたいけど旅館のカラオケ室がいっぱいなので、

何とスマホから Utobe にアクセスしてカラオケ代わりに使うという離れ

業？となりました。もうこれ以上呑めないというところまで呑んで解散。翌朝「うるさくて隣の部屋にはさ

ぞかし迷惑だったろうな」と皆さん口々に言っておられましたが、本当に反省しているのかな？	 

	 翌朝は藤井先生のご厚意に甘え、車に載せていただき 6 人で比叡山・延暦寺の見学をさせてもらいました。

神戸に続いてまたもや藤井先生にお世話になり、大感謝。西日本ブロックの忘年回参加は今回で 3 度目。我々

塾人は日曜日以外夜はなかなか空かず、主に金土に集中して開かれる忘年会には中々出られません。かつて

は悔しい思いを何度もしたこともありました。しかし最近は忘年会といえば千葉と西日本ブロックのにさえ

出られれば十分だと思っています。東京から近畿地方に行く

のには交通費がそれなりかかってしまいますが、他の忘年会

には行っていないからと思えばたいしたことありません。今

後も是非参加させていただきたいと思っています。	 

 

	 

NPO 塾全協	 西日本ブロック	 2015 年度	 

拡大理事会・忘年会	 レポート   
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NPO塾全協東日本ブロック	 今後の主な予定(2015年度)	 

1 月 15 日（金）教材教具展	 	 柏商工会議所	 

平成 27 年 11 月 25 日	 読売新聞 

埼玉県公立高入試が変わる!?

埼玉県の公立入試は永年に渡り、公立トップの浦和高校から偏差値 40 未満の

募集困難校までが同一問題だった。そのため、問題が難しめになり、特に数学

は評判が悪かった。先日の埼玉の研修会で中川浩県会議員がこの方向性を説明

されていた。サンプルを見ると、上位校向けはより難しく、下位校はあまりか

わらないような印象を受ける。具体的な動きとして注視していきたい。

東日本ブロック事務局長	 	 中山和行	 


