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	 6 月 15 日朝、東京駅発の東北新幹線「なすの」に乗り、1 時間 20 分。新白河に着くと送迎のバスが待って

いてすぐ出発。バスに乗って 10 分位後からの景色は殆ど森林、家一つ見えませんでした。40 分後に神田外

語グループが運営する英語研修施設＆リゾート施設のブリティッシュヒルズに到着しました。バスが止まら

ないうちに現地スタッフの出迎えが見えました。「中高入試を考える会」の後の懇親会で知り合ったブライア

ン・ルイスさんの姿が真っ先に見えました。降りるなりいきなり両手で握手。私は“Do	 you	 remember	 me?”、

ルイスさんも笑顔で“Yes,	 of	 course	 I	 remember	 you.”彼には今度行きますと言ってたので私は約束を果

たせたという満足感。It’s	 gonna	 be	 fun!	 おっと、こういう英語はここではいけませんかね(汗)

到着後はすぐにチェックイン＆オリエンテーション。チェックインのときは、“May	 I	 check	 in,	 please?”	 

パスポートのいらない英国	 ブリティッシュヒルズ	 

塾団体向け視察会レポート	 

主催：NPO 塾全協東日本ブロック 

日時：2014 年 6 月 15 日(日)10:35AM~16 日(月)10:45AM

場所：ブリティッシュヒルズ	 （福島県岩瀬郡天栄村	 最寄り駅	 新白河）	 

参加者:19 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・事務局次長	 中村基和	 

題字：怜齋（白川亮	 進ゼミ柏） 
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“Can	 I~?”でなくて“May	 I~?”なんですよね。ルイスさんに施設の中を色々案内してもらいました。彼

の英語はバリバリのブリティッシュ。私は CS 放送でよく BBC 放送の番組を見ますが、そのアナウンサーの

ようです。often はオフトゥンです。 

	 その後はカフェテリアで昼食。ここのみならず、建物は全

て中世~近世のイギリス風。椅子は全て木製で、持ち上げて

見ると重い！中に鉛が入っているのかと思うくらいで昼食は

タンドリーチキンとドライカレーがメイン。英国寮制の学校

と同じ物だそうです。やはり、凄い量。美味とは言えません

でしたが「給食」と思えば十分美味しい。脱脂粉乳が出なく

て良かったです。（出るわけないか...スミマセ~ン） 

	 昼食後はバラック（barracks）の案内。バラックと言って

も掘っ立て小屋のことではありません。もともと兵舎の意味でしょうが、宿舎のことです。ここに生徒達が

泊まるのですが、これもまた古風で素晴らしい！ハンモックがあるのは泣かせます。引率者用の部屋は個室。

共に本当にシブイ！	 

	 その後は自由時間。ヘビースモーカーの私は真っ先に喫煙所を探しましたが広い敷地(75，000 ㎡)の中に 1

ヶ所だけ。やっとのことで見つけたら既に○○先生や、△△先生が...不良のたまり場ですかね（笑）	 

	 3 時から Calligrafy のレッスン。これは古代ギリシアからあるみ

たいですが、勿論英国風。講師はオーストラリア人女性（この人の英

語は聞き取りやすかった）。先が平らなサインペンを 45°に傾けて書

くのが基本です。初めて知ったものですが、難しいながらも非常に面

白い！下の左側は基本パターン。6 つだけのパターンを組み合わせて

アルファベットの大文字も小文字も作ります。下の左側はその 6 つの

パターン。右側は講師の方に書いて貰った私の名前(Motokazu)です。彼女は 2 年前ここに来たときは

Calligrafy を全く書けなかったそうですが、見事なものです。若い女の先生達が“Cute!”を連発していま

した。私は趣味で先が平らになった楽譜用の万年

筆を持っているのですが、それは使えるかと尋ね

てみたところ、もともと万年筆を使っていたと返

事がきたので、近いうちに試してみようかと思っ

ています。	 

	 夕方近くになって来ました。ここは海抜 1,000m。事前に朝夕は冷えるとは聞いて

いたのですが、ある塾の先生から「シロクマ」と言われているほどの暑がりの私。

たかをくくって半袖しか持って来ていなかったのですが甘かった！ここは正に日本というよりは英国です。	 

	 6 時にテーブルマナーのレッスンがありました。私はこの手のことには全く疎いため楽しみにしていまし

た。これはここでは重要なことなので説明は日本人によって日本語でされました。「実験台」には中山先生の

お嬢さんが上がりました。食べ物をうっかり皿の外に出してしまったらどうすれば良いのかなど非常に勉強
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になりました。何と言っても世界で最も通じるテーブル

マナー。これでどんなパーティーに呼ばれても大丈夫だ

と「勝手に」自信をつけられました。	 

	 さて、メインエベントとも言えるディナータイムです

が、ハリーポッターにでて来るのと全く同じような部屋。

高い天井の体育館くらいの部屋に長く繋げたテーブル。

先程ならったことを思い出しながら過ごしたつもりですが果たしてどうだったか？振り返るのが怖いです。

私は隣のルイスさんとブリティッシュ･ロックの話ばかりしていまいた。残念ながら我々19 人に対して英国

人は 2 人。もっといてくれたら更に楽しかったと思います。	 

	 ディナーのあとは懇親会、そして Pub で二次会。皆さんの最も得意とす

る行事かも（笑）11 時で店が終わってしまいましたが、正直言ってもっと

呑みたかった。これが心残りでした。	 	 

	 翌朝 16 日。7 時 15 分に朝食をとり、今度は“May	 I	 check	 out,	 please?

係員は日本人でしたが、やはり英語。そのあと 9 時から英国の伝統菓子ス

コーン（scone）作り講座。小麦粉を主体に砂糖、塩、その他を混ぜて練

ってからオーブンにかけます。

ある若い女性の先生が「flour っ

て何ですか？」と聞いて、ある

男性の先生が「小麦粉だよ。料

理してないな！？」と言ってた

のが印象的でした。ところで私

の作ったスコーンを家に持って帰って女房に食べさせたところ「味がしな

い」とのことでした。失敗(>_<)	 

	 スコーン作りが終わって間もなく迎えのバスが来ました。今度生徒達と一緒に行く機会があったら、生徒

達と一緒に AULD	 LANG	 SYNE（蛍の光）を歌ってみたいと思います。今回の視察会は非常に楽しく有意義なも

のでした。単なる英語合宿でなく「英国」を肌に感じられるものでした。駅前留学なんてものではなく、本

当に「パスポートのいらない英国」でした。ネイティブの方々も日本人スタッフの方々もとても親切。「逆」

お・も・て・な・し	 みたいでした。そして前に聞いたことですが震災の時、ネイティブの方々は誰も帰らず、

それどころかボランティアをしてくれそうです。嬉しく頭が下がることです。最近、地元の公立中高一貫校

に通う高校生たちから聞いたことですが、彼らは中学の時、ブリティッシュヒルズに修学旅行に行く筈だっ

たのですが、震災のためとりやめになり、かわりに大阪のある英語研修センターに行きました。そこは朝か

ら晩まで英語研修詰め。全く楽しくなく、修学旅行というよりは鬼の研修だったそうです。次の学年からは

ブリティッシュヒルズに行けて、皆とても楽しかったと言うので悔しいと言ってました。1 日 2 日で英会話

が習得出来るわけがありませんが、英語を勉強しようというモチベーションをあげるには非常に優れた場だ

と思います。NPO塾全協東日本ブロック理事長のの沼田先生は今年実際に塾の小学生を連れて行ったところ、
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そのあとでどの子も英語の講座をとりたいと言って来たそうです。沼田先生自身も英会話能力をつけようと

リスニング CD を買ったそうです。私自身もリスニング力と単語量の不足を痛感し、なんとかしなければと思

いました。	 

	 ふと気づいたことなのですが、ここの建物の屋根の形（横から見た

形）は殆ど正三角形です。私は、五箇山･白川郷の合掌造りを思い起

こすと日本人スタッフのある女性に言ったところ、彼女は「イギリス

も雪が多いのです。ここも『白河（白川）』ですからね。」山田君、座

布団 2 枚差し上げて！	 

	 

田中幸穂先生宅を訪れて	 	 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（東京都	 むさし野ゼミナール）	 

	 さる 5 月 13 日（火）、第 4 代塾全協会長の田中幸穂先生宅（渋谷区松濤）に沼田理事長。山本財務局長と

共に米寿お祝いの花束を持って訪問させていただきました。出来ることなら 5 月 18 日の中高入試を考える会

のあとの私学と私塾の情報交換会のときに花束を贈呈させていただきたかったのですが、かつては任意団体

時代から塾全協の総会や研修会に来られていた田中先生ですが、近年は足の具合が悪く車椅子を使われてい

ると伺ったので私たちの方からおじゃまさせていただくことにしました。	 

	 田中先生のお宅には以前もお邪魔したことがありますが、かつての塾の教室はいまだに使える状態で残っ

ています。学校の先生をされている息子さんが引退された後、塾をやれるようにとのことでした。私として

はすぐにでも塾をはじめて、NPO 塾全協に入っていただきたいもの

ですが.....	 

	 おいとまする際に田中先生が 8 年前に書かれた「人生そこそこ 70

点」という本をいただいたのですが、私（たち）が普段生徒達に言

っているのと同じことが書かれているので驚き、そして嬉しくなり

ました。田中先生が塾を始められたのは 1964 年ですが、当時も今も	 

根本は変わらないのだなと改めて思いました。以下の部分です。	 

	 私事ですが、私の父は現在 90 歳。認知症は進んでいますが、体は元気そのもの。100 歳を過ぎるまで生き

るつもりです。田中先生も私の父に負けず長生きしていただきたいと願います。	 

算数短期上達法 
1	 計算はていねいできれいに書き、そして消さないこと	 

	 長年の経験からいうと、問題集に書き込んだり、ノートの隅にこそこそと計算式を書いている子は、

決まって点数がよくありません。とくにこれは、乱暴に書いている子に多いことです。･･････ 

	 とくに女の子に多いのですが、計算式を消しゴムですぐに消してしまう場合があります。たぶん、本

人達は問題用紙やノートをきれいにしているつもりなのでしょう。きれい好きも結構ですが、算数の世

界では話は別です。計算式を消してしまったら、後でどこを間違えたのか復習できなくなります････。 
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理事会議事録 	 	 	 	 	 ［敬称略］  

議長	 沼田、記録 中 山  

	 日時：平成26年6月11日（水）	 	 	 	 	 午前10時30分～午後12時30分  

	 場所：池袋ルノアール	 第１会議室  

	 出席：沼田（理事長）、稲葉（副理事長・進学対策局長）、内藤（副理事長・研修局長）  

中村（全国事務局長・広報局長）、山本（財務局長）、星野（千葉支部長）  

望月（埼玉支部長）星野（理事）中山（事務局長）	  

以上9名の出席  

 

審議、報告事項 	 （敬称略 ) 

【理事長挨拶】  

	 	 5/18・5/25の全国総会・全国常任理事会・東日本ブロック総会・中高入試を考える会

が滞りなく終了した。役員の皆さんの協力に感謝する。夏期講習の準備で慌ただしい

時期であるが、体調をくずさぬよう健康管理に努めたい。本日の議題は、目前に迫っ

ているブリテッシュヒルズの視察会についての連絡、９月15日に行われる進学相談会、

各局、支部からの報告が主な議題である。  

【連絡事項】  

	 	 ①6/15・16	 	 ブリテッシュヒルズの視察会⇒参加人数19人  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 まだ入金していない参加者は早急に入金すること。  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 当日は時間厳守でお願いする。  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 8/14・15・16	 英語合宿をおこなう⇒担当	 沼田理事長  

【稲葉副理事長】  

	 ・学校での小学英語について  

学校では教師自身の教育の問題・信頼のおけるネイティブ教師の確保の問題などがあり、

うまくいかないのではないかとの見方がある。事実、中国・韓国も小学英語を導入したが

すべて失敗している。文科省としては塾である程度カバーすることを期待している部分が

ある。この流れを受けて英会話・ジュニア英語を塾でいかに取り組むか準備・研究が急務

である。また、しっかりとした教材の開発が大切である。  

 

	 ・新聞に掲載された「非正規向け資格制度創設」について  

いろいろな業種（流通・派遣・教育・健康）で非正規向け資格制度を創設。塾業界も社

団法人全国学習塾協会が委託を受けた。現在、社団法人全国学習塾協会が行っている講師

認定がベースとなる。数年後には国家資格になるかもしれない。学校での放課後・土曜日

の補助教員の採用の基準になる可能性がある。塾全協の会員の皆さん、とりわけ若い人た

ちは講師認定取得の準備をした方がよい。  

 

【進学相談会】  

	 現状は昨年より参加校が少ない。これから詰めていく。  
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・中学受験生の参加数が少ないので中学を持っている学校が参加しづらい。  

・学校側の担当者の変更  

7月の中旬に進学相談会の告知チラシが高校野球の面に大きく掲載する。  

東京	 	 9月15日（祝）	 千葉	 	 9月23日（祝）	 埼玉	 	 9月28日（日）  

【研修局】  

	 	 	 	 	 	 	 日時	 	 11月3日（土）  

	 	 	 	 	 	 	 場所	 	 私学会館	 市ヶ谷アルカディア  

	 	 	 	 	 実行委員長	 	 	 内藤副理事長  

	 	 	 	 	 副実行委員長	 	 星野常任理事  

	 	 	 	 	 1.	 基本方針	 これからの英語教育  

	 	 	 	 2.	 テーマ案  ①素直に聞こう、私たちの英語教育の欠陥とその克服  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  ②外国人からみた日本の英語教育  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  ③外国人からの日本の英語教育に対する提言  

	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 ④英語で授業をすればこうなる  

	 	 	 	 3.	 基調報告	 	 担当者を近日中に決定する  

	 	 	 	 4.	 報告者  

	 	 	 	 	 	 ①帰国子女  

	 	 	 	 	 	 ②ランズリー先生による英語で行う模擬授業  

	 	 	 	 	 	 ③ブリテッシュヒルズの講師による研修  

	 	 	 	 	 	 ④現場で活用するための質疑応答  

	 	 	 	 5.	 11月2日に前夜祭をおこなう。  

【財務局】  

	 ・ホームページが今月中に完成する。	 

	 ・学覧がだいぶ形になってきた。自塾のホームページに学覧のバナーを載せることを	 

お願いする。	 

	 ・東日本ブロック会員のランズリー先生（米国人）による塾経営者向けの英会話セミナーを企画

中。	 

	 

【事務局】  

	 	 中村事務局長が全国事務局長に就任したので、中山事務局次長が事務局長となる。  

 

【千葉支部】7月2日に研修会を実施する。  

【埼玉支部】  

	 	 第４回実行委員会・支部会は6月19日 (木 )に予定。  

その際、支部会としてブリテッシュヒルズについての説明会をおこなう。  

 

次回理事会は	 2014年7月9日（水）午前10時30分～午後12時30分  

               場所：	 ルノアール池袋パルコ横店	 第１会議室  
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NPO 法人全国連合協議会	 新役員（平成 26 年 6 月~28 年 5 月）決定	 

平成 26 年、5 月 18 日の東日本ブロック総会と 5 月 25 日の西日本ブロック総会及び全国総会にて、新役

員が以下のとおり決まりましたのでお知らせいたします。	 《敬称略》 

全国会長  後田多純寿	 沖縄県	 津田塾	 

全国事務局長	 中村基和	 	 東京都	 むさし野ゼミナール	 

 

東日本ブロック	 

理事長  沼田広慶	 	 千葉県	 北辰館スクール	 

事務局長	 	 中山和行	 	 埼玉県	 中山塾	 

常任理事	 	 稲葉秀雄	 	 千葉県	 私学通信社	 

常任理事	 	 内藤潤司	 	 埼玉県	 ソロモン総合学院	 

常任理事	 	 斎藤由紀	 	 千葉県	 明和学院	 

常任理事	 	 山本太志	 	 千葉県	 四季青舎柏	 

常任理事	 	 星野勝弘	 	 埼玉県	 オンフット進学会	 

理事	 	 菅原明之	 	 東京都	 菅原進学教室	 

理事	 	 望月玄一郎	 埼玉県	 OMEGA 個別指導	 

理事	 	 星野重治	 	 埼玉県	 総合学習塾マインズ）	 

	 

西日本ブロック 

理事長  山下典男	 	 岡山県	 明修塾	 

事務局長	 	 村田芳昭	 	 大阪府	 共学館義塾	 

常任理事	 	 長井泰次	 	 京都府	 関西アカデミー	 

常任理事	 	 中村	 勲	 	 大阪府	 地球塾	 

常任理事	 	 福永	 洋	 	 兵庫県	 Ｊ教育セミナー	 

理事	 	 寺田圭吾	 	 兵庫県	 あすなろ学園	 

理事	 	 藤井寿比古	 兵庫県	 藤井塾	 

理事	 	 平野芳英	 	 奈良県	 Ｉ塾	 

理事	 	 堀	 泰隆	 	 大阪府	 ひのき学習塾	 

理事	 	 杉山信良	 	 大阪府	 栄光塾	 
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NPO 塾全協東日本ブロック	 今後の主な予定(2014 年)	 	 	 

8 月 14～16 日 2014 年第２回 24 時間英語合宿	 	 	 於	 ブリティッシュ･ヒルズ	 

進学相談会	 9/15 東京、9/23 千葉、9/28 埼玉	 

11 月 3 日（祝）全国研修大会（東京）＊前夜祭も予定	 

編集	 NPO塾全協東日本フロック	 事務局長	 中山和行	 	 

〒350̶0322埼玉県比企郡鳩山町今宿229番地	 

TEL	 049-296-1111	 	 FAX	 	 049-296-1111	 	 	 	 E-mail	 	 gyqbt650@ybb.ne.jp	 	 	 


