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ごあいさつ ●全国会長	 	 沼田広慶	 （千葉県松戸市	 北辰館スクール） 

	 
	 皆様には日頃より NPO塾全協の活動をご支援いただき衷心より感謝申し上げます。 

	 NPO 塾全協は、東日本ブロックと西日本ブロックに分かれてそれぞれの活動を展開しており

ますが、11 月の「全国研修大会」では、東西が一堂に会して、交流を深めながら一つのテーマ

に沿って研修を行っております。昨年は、東日本ブロック担当で「英語教育の課題とその克服

PARTⅢ」をテーマとして開催されました。今年は、西日本ブロックが担当し、沖縄で開催され

ることになっております。2007年の沖縄大会から丁度 10年が経ちました。このときの大会テー

マは、「沖縄から日本の教育を考える～甦れ、日本の子どもたち」というものでした。「次代の日

本を担う人材育成に私たち大人がどのように関わるべきかを皆様とともに考えてみたいと思い

ます。」という後田多全国会長（当時）の言葉を思い出しますが、沖縄から日本の教育の未来を

見据えた有意義な大会でした。今年の沖縄大会がさらに新たな光を日本の教育の未来に投げかけ

るようなものとなりますよう祈念したいと思います。実行委員会の皆様には大変なご苦労があろ

うかと思いますが、実り多い大会を目指して、ご尽力頂きますよう心からお願い申し上げます。 

 
創り手を養成すること」は全国民的な課題と言ってもよく、その中で

塾人の果たす役割は大きいと思われます。日常の業務をこなしながら、

こうした課題に取り組むことは至難の業ですが、会員の仲間たちと意

見や情報を交換しながら、それぞれの塾がベストを尽くそうではあり

ませんか。 

それぞれの塾がベストを尽くそうではありませんか。 

NPO塾全協は、会員の一人一人が主役となって社会貢献できる場を

提供していくことを目的としている組織です。お互いに切磋琢磨しな

がら、次代を背負う子どもたちが豊かな人生を送れるよう、全力を尽

くしたいと思います。会員の皆様の一層のご活躍を祈念いたしまして、

新年度に際しての所感と致します。 

 

	 昨年の全国研修大会で私はこれからの塾人の課題として、グローバル

人材の育成、AI（人工知能）への対応、そして子供の貧困への対応の三

つをお話ししましたが、この度はさらに四つ目の課題として文部科学省

が示した「新学習指導要領案」への対応を挙げたいと思います。今回の

改訂は約 10 年ぶりであり、学習内容の量的増減が注目された過去の改

訂とは一線を画し、学びや指導の質的な転換に力点が置かれていること

が注目すべき点であります。英語の教科化など、我々としましては、先

に述べたグローバル人材育成への課題と重なるところもありますが、思

考力や表現力、主体性などを伸ばそうとする文部科学省の意図は、塾と

してどう対応すればいいか、検討すべき課題だと思います。 

	 現行の公教育の場で、量も質も改訂案の目標通りに実現させること 

は、容易なことではありません。改訂案の目指す「持続可能な社会の 

私たちの目指す「もの」

NPO 塾全協	 東日本ブロック	 理事長	 

内藤潤司（埼玉県狭山市	 ソロモン総合学院） 

先日４０年ぶりに卒業生がひょっこり遊びに来てくれました。大手石油会社に勤務する方と結婚し、専

業主婦として過ごしてきたし幸せな歳月が、もともとかわいらしかった顔に品性が加わり、50 代の妙齢な

女性になっておりました。今日は、どうしても先生に会いたくて来ましたとのこと。思い出話に花が咲き

ました。授業が終わると奥さんがおやつに作ってくれたプリンやお菓子のことなど私の忘れていたことも

語り合いました。彼女の学年は、2 期生で生徒が 9名でした。東大の付属病院に長年勤務し、その後開業し

たＹ君、埼玉県警で警視をしているＡ君。神主さんになったＫ君。中学生の時、自作の名刺をくれ驚かし

てくれたおっさんのＩ君。一人一人との出会いが、貴重な財産です。	 

塾を設立した当初は、考えなかったことが次々起こり、60 歳を過ぎても 10 代の子供たちから熱い視線を

送ってくれる仕事がほかにあるだろうかと思います。長男の嫁は小児科医をしておりますが、患者の子供

は、泣いているわけですから。次の世代に、忘れえぬ空間を提供し、人間関係を築くことのできる「原風

景となる塾」を共に目指したいものです。	 

１）今年度の活動	 

	 各担当の理事、会員の皆さんの協力で、粛々と 3大事業が実行されました。	 

① 東京、千葉、埼玉の三か所で行われた進学相談会は、昨年にも増して盛会でした。特に、大学の参加

を企画した東京会場では、いつもながら担当理事にご尽力いただきました。千葉、埼玉会場も参加者

が微増でした。特筆すべきことは、狭山市の教育委員会の協力により狭山市の中学生全員に学校を通	 
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NPO 塾全協東日本ブロックの 1 年（2016 年 4 月~2017 年 3 月）	 

第 1 回	 東西ブロック合同	 現地研修会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 第 4 回「塾長のための英会話研修」	 

「江戸城跡（皇居東御苑）を歩く」	 	 	 	 	 「外国人講師派遣システムのご紹介」	 

日時：2016年4月10日(日)	 13:00~16:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 日時:2016年5月15日(日)18:00~21:00	 	 

場所:東西線九段下駅集合～東京駅解散	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 場所:津々浦々（柏）	 

解説とガイド:NPO 塾全協東日本ブロック理事長（当時）沼田広慶	 	 	 	 講師：Ransley(ランズリー)先生、アシスタント・通訳：山本太志先生	 

参加者:9 名	 	 	 	 	 	 	 	 	 参加者：15 名	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本ブロック総会、全国総会、第 15 回中高入試を考える会、	 

私学と私塾の新年度情報交換会  

日時:2016年4月10日(日)	 13:00~19:30	 	 	 

場所:アットビジネスセンター	 東京八重洲口	 	 	 講師（中高入試を考える会）：森上展安氏	 (森上教育研究所)	 、

穴澤嘉彦氏	 （創育・新教育研究協会）、五十嵐裕明	 氏	 (進学研究会)、岩佐桂一氏	 (岩佐教育研究所)	 

参加者（中高入試を考える会、私学と私塾の新年度情報交換会	 共に）60 名	 

ブロック総会では東日本ブロック新理事長として内藤潤司氏、全国総会では新全国会長として沼田広慶氏が選出されました。	 

 

2016 年度	 第 2 回英語合宿  

日時:2016年8月14日(月)、15日(火)	 

場所:ブリティッシュヒルズ（福島県	 新白河） 

引率担当：望月玄一郎	 

（埼玉県入間郡	 オメガ個別指導） 

  

じて進学相談会のパンフレットを配布できたことです。来年は、他の市町村

にも交渉したいと地区担当の理事と模索中です。	 

②	 11 月 3 日の全国研修大会は、今年度東ブロック担当でした。10 年担当した内

藤に代わり新鮮な感覚で、内容の豊かな研修大会でした。大きく変貌する英語に

ついて、まだまだ知らねばならないことの多いことを実感した研修でした。	 

③ 柏で持たれた教材教具展は、出店社集めに特に苦労されました。担当理事の

方は、ＩＴ企業の盛衰が激しいので毎年常連のように参加していただけない

苦労があると思いますが、よろしくお願いします。	 

２）来年度への期待	 

	 塾全協東ブロックとして、3 大事業に時代の即応しながら改良を加えていきた

いと思います。	 

① 教科研修に強いといわれた塾全協の復権を目指し、3地区でそれぞれ独自な	 

教科研修を実施したいと思います。そのために時間と資金を使っていきた

いと思います。	 

②	 他団体と比べて財政的に恵まれていますが、	 

かつて多くの会員が会計のことでも辞めて行ったことを考えると同じ轍を

踏んではいけません。今の財務担当の理事は、無駄のないよう時間をかけ、

取り組んでくれています。	 

	 そして何にもまして新たな会員の獲得が急務のことがらです。まず塾全協が

さらに魅力的な団体になること、会員になってメリットのある企画をもっと、

もっと考えていきたいです。商圏が重なっている方も一部ありますが、成功例、

失敗例もできる限り共有していきたいと思います。会員の方々のご理解、ご協

力をお願いいたします。	 

８月１４日、１５日で、第	 2	 回の	 British	 hills	 の英語合宿を行いました。福

島県といっ	 ても東北新幹線で大宮からわずか	 1	 時間という新白河ですが、空気

はとても澄んでいて、	 British	 Hills	 の施設内の気温は２５℃。暑さもすっか

り忘れるほどでした。毎年、参加し	 ていますが、今夏は新たに	 pepper	 君もフ

ロントでお出迎えをしてくれて、去年とは違っ	 た雰囲気。今回のオリエンテー

ションは、ブレット・アレグザンダー先生が行ってくれましたが、わかりやすい	 

British	 English（イギリス英語）で、joke	 もたぷりと交えて説明をしてくれ 

 

ました。	 初日は、ゲーム形式で、多くのＢＨスタッフの皆さんにいろいろな質

問をしてお菓子を	 もらうイベントでは、中１男子２名（（uuui，Tomomi，om））

が、大活躍でした。	 

	 ２日目の午前中に「スコーン作り」を体験して皆さん張り切って作ってくれ

ました。	 参加してくれた生徒の皆さんは、みんな仲良くなってとても楽しそう

でした。また、来	 年も参加したいと言って貰えたのが、嬉しいですね。	 
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3 つの進学相談会  

①	 第 37 回	 私立中高大進学相談会	 ☆今回は大学も加わりました	 	 

日時：2016年 9月 19日（月･祝）11:00~15：30	 	 	 場所：新宿 NSビル	 イベントホール	 	 	 来場者数：約 3500名 

	 	 	 	 

	 	 	  

 

  

 

  

 

 

第 42 回	 全国研修大会	 

日時：2016年 11月 3日（木・祝）13：30~16:45	 	 場所：アルカディア市ヶ谷	 	  

テーマ：英語教育のの課題とその克服	 パートⅢ	 	 参加者：95名 

第1部	 講演会	 講師：松平和樹氏(公益財団法人	 日本英語検定協会	 	 

	 	 	 	 	 	 	 高大接続/カレッジスペシャリストチーム)	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 テーマ：「4	 技能テストで今注目される	 TEAP	 について」	 

第2部	 講演会	 講師:安河内哲也氏(財団法人実用英語推進機構	 代表理事)	 	 

	  	 	 	 	 	 	 	 テーマ：「英語	 4	 技能を伸ばすためのアクティブ・ラーニング」	 

特別講演	 講師:下村博文氏(衆議院議員、元文部科学大臣)	 

	 	 	 	 	 	 	 	 テーマ：「日本創生」	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

②千葉地区	 第 28 回私立中高進学相談会	 

日時：2016年 9月 22日（木・祝）13：00~17:00 

場所：ザ・クレストホテル	 参加校：50校	 来場者：約 800名 

③埼玉地区	 第 29 回	 私立中高進学相談会	 

日時：2016年 10月 2日（日）14：30~17:45 

場所：川越プリンスホテル	 参加校：39校	 来場者：約 460名 

 

第４２回全国研修大会を振り返って

２年前の第４０回記念大会の懇親会で内藤先生からご指名を受けた後、二つのことが常に私の頭から離れなくなりまし

た。	 	 

一つは、コンテンツでした。つまり、何をテーマにして、どなたに講演を依頼するのかということでした。内藤先生

からは、自分の興味のあることをテーマにしたらいいと言われていましたので、テーマは比較的すぐに決まりました。

２年前の当時、うちの塾で上智大学を受験したいという生徒たちが、TEAP 入試とは何かと私に訊いてきたため、自分

なりに調べてみると、２０２０年に予定されている大学入試改革に向けて文科省が議論を重ねている一方、私立大学を

中心とした民間ではすでに英語の４技能テストに向けて具体的に動いていることが分かり、大きな衝撃を受けました。

このテストは英検協会と上智大学とが共同で開発したテストであることと、実施２年目ですでに、上智大学に加え、立

教大学、中央大学、青山学院大学などで一部受験に採用しているという事実を知り、これは間違いなく今後の英語４技

能入試の大きな柱となるだろうという確信がありました。そこで英検協会の松平さんにアポイントを取って英検協会に

伺い、事情を説明したところ快く講演を引き受けてくださることになり、一つの講演の柱ができました。	 

	 しかし、前年に神戸で行われた藤井先生が実行委員長を務められた第４１回

全国研修大会の講演に大いに感銘を受けた私としては、神戸の時と同じように、

塾や学校の現場の先生方にとって具体的に授業に落とし込んでいける研修会に

したいという思いが強くありました。そこで、授業形式で講演を行っていただ

けそうな講演者を探しました。何人か候補に浮かびましたが、自分の人脈の無

さと不勉強のため、どなたにも確信をもってアプローチをかけることができず

にいました。そこで４月ごろに理事会で助けを求めたところ、稲葉副理事長か

ら、そういうことであれば安河内先生が適任ではないかというアドバイスをい

ただきました。しかし、安河内先生は以前よりメディアにも多く出演し、最近

ではアイドルグループの女の子たちに英語を教える番組を持つなど、正直、私	 

の中にはいわゆるネガティブな意味での“イケメン・カリスマ講師”という先 

入観しかありませんでした。しかし、ここは稲葉先生のアドバイスというこ

とで、とりあえず安河内先生の講演を聞きに行こうと決意をし、麹町学園に

向かったのが６月ごろのことでした。	 

が具体的に紹介される様子を見て、“安河内先生に授業形式で講演してもら

おう”という鮮明なビジョンが頭に浮かびました。すでに稲葉先生に、IBC

パブリッシングの大谷さんをご紹介いただいていたため、大谷さんとすぐに

打わせをし、安河内先生にご講演をいただくことが決まりました。結果的に、

私が思ってた以上に具体的にわかりやすく、非常に刺激的で示唆に富む授業

形式の講演を行っていただけました。ご参加いただいた先生方からも、「と

ても良かった。」「とてもためになったし、楽しかった。」というお言葉を頂

戴し、安河内先生にお願いをして本当に良かったと思います。	 	 
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教材・教具展 
日時：2017年 1月 27日（金）10：30~14:00 

場所：柏商工会議所	 4F 参加企業数:28 社	 ブース数:30 

来場者数:約	 60 名	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区イベント、研修会	 	 

《千葉地区》	 	 

忘年会	 2016 年 12 月 18 日(日)	 

研修会	 2017 年	 2 月 17 日(金)	 テーマ：千葉県公立前期入試の分析	 

研修会	 2017年	 3月17日(金)	 テーマ：千葉県公立前期入試の分析	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 英語４技能指導の教材研究と模擬授業	 

《東京地区》	 	 	 	 	 	 

研修会	 2017年1月18日（水）テーマ：最近の塾業界の動向	 

研修会	 2017年1月18日（水）テーマ：都立高校入試直前	 応募状況と動向	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

また、もう一つの懸念は、動員でした。私は、前任の内藤先生と比べて圧倒的

に知名度も人脈もありませんので、むしろこれが最も大きな心配事でありまし

た。途中、講演内容の大きな変更などもあって、案内状の送付が予定より遅れた

ということもあり、初めの１週間は２０名ほどしか集まらず、このままでは目標

の８０名には遠く及ばないだろうと、それこそ毎日熟睡できない日々がしばらく

続きました。しかし、途中、内藤理事長に、埼玉県の進学相談会で学校に直接配

布していただいたり、進学研究会の福原さんの計らいで、都内の塾を中心に計９

００部ほど無料で配布していただいたり、星野重治先生にも教具展の案内と一緒

に業者にチラシを入れていただくなどしてご協力をいただくことができ、大変あ

りがたく、そして心強く感じました。また、動員に暗雲が立ち込め始めていたと

き、森先生の AJC や谷村先生の私塾ネット、坂田先生の埼玉協同組合などから、

それぞれ５名前後もの動員をいただけた時には、胸が熱くなる思いがしました。	 

	 

	 結果、いろいろな先生方にご協力をいただき、無事に目標の８０名を超えた

ときには、肩の重荷が本当にふと軽くなったことを、感覚として今でも鮮明に

覚えています。	 	 

内藤理事長をはじめ、塾全協の理事の先生方、そして各塾団体の先生方、学

校の先生方、業者の皆様のご協力のもと、何とか無事に、そして盛況のうちに

研修大会を終えることができました。	 

内藤理事長の長年のご苦労を身に染みて感じると同時に、内藤先生が仰って

いた、「自分にとっての大きな財産になるよ。」という言葉も本当にその通りだ

と実感しました。このような機会を与えてくださった内藤理事長に改めて感謝

申し上げると同時に、様々な形でご尽力、ご協力をいただいた多くの先生方に、

改めて御礼を申し上げます。	 

本当にありがとうございました。	 

 

2017 年度	 第 1 回英語合宿  

日時:2017年3月4日(土)、5日(日)	 

場所:ブリティッシュヒルズ（福島県	 新白河） 

参加者；6名	 

 

《2017 年度第 1 回英語合宿に参加して》	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 鈴木結士（すずき	 ゆうと）中学 1年（都の西北学院）	 

	 僕は、今回の英語合宿を通して、改めて英語が好きになりました。なぜなら、

外国人やたくさんの英語とふれ合うことで、英語の楽しさを知ることができたか

らです。	 

	 そこで、この合宿で学んだことを 3つ紹介します。	 

	 まず一つ目は、やること全てを英語で話さなければならないということです。

友達と話すこと以外は、ほとんど英語なので、買い物からレッスン、案内に至る

まで、全てにおいて英語で話されます。だから、自分達も必死になって頭の中で

英文を作り、話すため、英会話の練習をリアルに体験できます。	 

	 二つ目は、何度失敗しても良いということです。英語で会話をしている時、失

敗しても怒る人はだれもいません。だから、自信を持って発言することができる

のです。	 

	 三つめは、しっかりとした礼儀を身に付けられることです。場所は違っても本

場のイギリス様式なので、食事のマナーやあいさつなど、様々な礼儀を学ぶこと

ができました。	 

	 僕は今回の体験を通して、英語を学ぶ楽しさを実感しました。また参加したい

と思います。	 

 

剿	 

協
賛
会
員
企
業	 

編集後記	 

	 昨年、初めて word使用による横書きの塾全協新聞を作って見まし

たが、横が一列で読みづらいとのご指摘がありましたので、今回は横

2列に編集してみました。いかがでしょうか。 

	 鬼に笑われること覚悟で言いますが、来年号は役員以外の会員の

方々からの投稿を是非とも沢山掲載させて貰いたいと思います。皆様

のご投稿をお待ちしております。 

中村基和	 


