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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11月12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）、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8名の出席  

審議、報告事項 	 （敬称略 ) 

【理事長挨拶】  

	 	 11/3の研修大会は内藤先生・星野先生の尽力によって大成功に終わった。ネィティブ

による実例研修や英語による対談は業界として画期的な研修であった。本日は進学相

談会・研修大会・教材教具展・各局、各支部からの報告、連絡事項が主な議題である。

ブリティッシュヒルズの英語合宿の件・支部からの報告が主な議題である。  

【ブリティッシュヒルズ】  

	 	 	 	 第3回24時間英語合宿（12/30～31  新白河駅集合）  

	 	 	 	 中学・高校生対象	 英検3級～準2級レベルのレッスン  

【日程関係】  

	 	 11/19(水 )	 AJC総大会  

11/23(日）社団関東支部	 研修会  

	 	 12/4（水）私塾界セミナー	 14:00～17:30	 池袋メトロポリタン  

12/7（水）塾団体合同忘年会（東京私塾組合主催）  

12/9（水）塾全協	 教材展	 柏商工会議所  

	 	 5/24（日）西日本ブロック総会  

	 	 5/31（日）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・私学と私塾の新年度情報交換会  

【全国塾コンソーシアム協議会】  

	 	 	 	 東西ブロックで充分な話し合いの場をもち、会員が納得して加盟すべきである。 
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【研修局】	 内藤実行委員長より  

英語をテーマにした研修の第一歩としては良かったのではないかと思っている。  

40回を数える伝統の重みによるものだと深く感謝する次第である。  

【財務局】  

教材展	 12月9日（火）10:30～14:00	 	 	 柏商工会議所  

	 	 	 	 	 今まで2月に実施していたが2月だと教材の選定が終わっているとの声があり、 

	 	 	 	 	 今回は12月に実施することになった。  

【広報局】  

	 	 	 	 	 11/3の研修大会のDVDを会員全員に郵送するように今、作成中。  

【東京支部】  

	 	 	 	 	 ミニ研修会を11/9に「冬期講習の集客を考える」を実施した。  

	 	 	 	 	 非常に有意義な会合だった。  

【千葉支部】  

	 	 	 	 	 1月に進研塾内模試を実施  

	 	 	 	 	 2月に入試直前の動向についての研修会を実施する。  

【埼玉支部】  

	 	 	 	 9/28に埼玉の進学相談会開催した。  

	 	 	 	 次年度も実行委員長は中山が引き続き担当する。  

 

次回理事会は	 2014年11月12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 塾全協	 第 40回記念	 全国研修大会	 レポート	 

日時：2014 年（平成 26 年）11 月 3 日	 午後 2 時~研修大会	 	 	 午後 5 時~懇親会 

場所：アルカディア市ヶ谷 

テーマ『英語教育の課題とその克服』 

実行委員長：内藤潤司（NPO 塾全協東日本ブロック副理事長	 ソロモン総合学院） 

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

前夜祭	 

	 研修大会前日（11/2）研修大会に先立って浅草橋の屋形船（三浦屋）で前夜祭を催しました。隅田

川を上ってスカイツリーまで。西日本ブロックからも沢山会員がみえ、夜景と料理をたっぷり楽しま

せて貰いました。 

当日	 

	 研修大会に先立って全国常任理事会が行われ、全国塾コンソーシアム協議会などに関する議題が話し合

われました。 

	 開会セレモニーで挨拶する沼田広慶 NPO 塾全協東日本ブロック理事長（北辰館スクール	 写真中央）、

東京私立中高協会副会長 實吉幹夫先生（東京女子学園校長	 写真右） 

 
第一部	 講演会	 午後2時15分~	 

基調講演	 

講師：長谷川信子氏 

神田外語大学大学院	 教授 
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《概要》	 

	 英語に関しては、団塊の世代から 40 代後半の人たちの間に、兎に角苦労したが全く使えないという怨念が

あるかと思う。だが、言語というのは「少ししゃべれる」というのと「使える」というのではどれくらい違

いがあるかという観点から話を進めて行きたい。	 

	 昔は英語は読んで情報を得るのであって自分で使うのではないと言う感覚だったが、2000 年以降は産業界

の要請で英語が使えるグローバル人材の育成が叫ばれるようになって来た。	 

	 ベネッセのアンケートによると、児童の保護者の 77.5％が「日常会話で困らない程度の英語力」「今、楽

しく取り組めば、特に役に立たなくてもよい」「海外旅行などで困らない程度の英語力」と答えているが、「業

務上の文書・会話レベル」さらに「二者間折衝・交渉レベル」に至らないとグローバル人材の育成とはなら

ない。	 

	 英語教育「神話」を考える。日本人が英語が話せないのは教育が悪いからで、「読み書き」「文法」「和訳・

英訳」は「本当の英語」ではない。日本人は「読み書き」は出来るのだから今度は「話すこと」をやればい

いじゃないかという人もいるが、今の大学生の読み書きはかなり崩壊状態に来ている。	 

	 チンパンジーと人間の決定的に違うところは、時空を超えて今のこと、目の前のこと以上の事が出来る点

である。過去のこと未来のことも言えるし嘘もつける。また書き言葉を持っている言語と持っていない言語

ではどこが違うかというと、文明には必ず書き言葉がある。書き言葉があると情報が伝達出来る。それを蓄

積することが出来、以前のものに新しい物を加えることが出来る点である。書き言葉のない人たちは祖父母

や父母から聞いたことしか伝承できない。であるから書き言葉を使えるということは人間の知に対して非常

にすばらしいなと言うことを認識したい。	 

（このあと「話し言葉」と「書き言葉」の違いの説明がありましたが、その資料を下にコピペします。）	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 ハワイに行ったとき、写真を撮って貰いたく、なんと言ったら良いのか考えて（しどろもどろに）「Can	 I	 have	 

you	 take	 my	 picture?」と言ったら「Oh,	 picture.	 Sure.」Picture だけで通じてしまう。しかしそれで出

来ることは限られているということを学生たち、先生たちに認識して欲しい。理系でも文系でも英語が受験
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科目にない大学は殆どない。何故かというと言語は人間の活動全てに関わるからである。「受験英語」が出来

る生徒は知的能力が高い可能性がある。（下にその資料をコピペしました。）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 コミュニケーションでいうと多くの間違いが日本語から出て来ている。コミュニケーションでは

「newspaper」と言うだけで通じるが文になるとそうはいかない。（下の資料参照）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 （最後に母語習得と外国語習得の場合の違いが説明され）今文法が軽視されているが将来必ず文法が戻っ

て来る。そうでないとグローバル人間になれない。話し言葉も中途半端なものになる。	 

	 

特別講演	 

講師：参議院議員	 大島九州男氏	 (民主党)	 

テーマ：「英語教育の課題とその状況」	 

	 講演時間が 20 分だけのため、文科省官僚が大

島氏のために作ってくれた資料「グローバル化に

対応した英語教育改革について」の簡単な説明で

した。資料が必要な方は事務局までお問い合わせ

下さい。	 

	 講演の終わりのほうで「文科の寺なんとかさん

という人みたいなのが出て来て、ゆとりやなんと

か言う官僚が出て来ればね...ああいうことにな

りましたけども...」には笑いました。	 
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講師：ランズリ-・ドゥハイロンソッド氏（アメリカ人	 ハワイ出身	 レインズ英会話代表	 NPO 塾全協会員）	 

	 	 	 A 氏（ニュージーランド人	 ブリティッシュ・ヒルズ講師）	 

通訳：山本太志氏（四季青舎塾長	 NPO 塾全協財務局長）	 

《ドゥハイロンソッド氏》	 

	 NPO 塾全協の会員の皆さんの間ではお馴染みのランズリ-先生。Life	 of	 the	 land	 	 is	 perpetuated	 

righteousness	 で始まり、最後は too	 many	 tests	 は kids の stress を増す。Tests	 don’t	 care	 about	 

education.としめたところ、あとの質問タイムで反論が出たりもしました。	 

	 

《A 氏》	 

	 予定していて打ち合わせもしていた B 氏が前日高熱のため急遽 A 氏に変更。Multimodal という 3D 的な学

習法についての話しでした。終わりの方でランズリ-先生を生徒にみたて、動き（ジェスチャー）を混ぜた教

育法を実演。ランズリ-先生が日本語で「ワカリマセン」と言ったところは場内爆笑。	 

	 

	 外国人教師による講演は恐らく塾団体の研修会では初めての試みだと思います。B 氏の急病で打ち合わせ

どおりに行かなかったのが残念でしたが、これは仕方がありません。後半の講師の英語が私には速すぎてあ

まり良く聞き取れず、リスニング力と単語力の足りなさを痛感しました。	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

 
 

第二部	 ネイティブによる実例研修	 午後3時40分~	 

2 人のネイティブ教師の共演（写真左） 

閉会式で大会宣言を読み上げる内藤潤司実行委員長（写真中央）。閉会の挨拶をする山下典男 NPO 塾全

協西日本ブロック理事長	 （明修塾	 写真右） 

 

	 懇親会でギターを弾きながらハワイア

ンを歌うランズリー先生。プロ級でした。

彼の持っているギターは何と 40 万円！	 

	 今回の研修大会は英語による講演という従

来にはなかった型破りのものでしたが、大変勉

強になり充実感を得られました。 
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 2014 年度 第 3 回 24 時間英語合宿 のご案内  

日本国内唯一の体験型国際研修センター“British Hills”。 
ここは「パスポートのいらない英国」です。勿論、公用語は英語。 
日本に居ながらにして異文化・英語体験ができる絶好の機会です。 
将来世界で活躍するみなさんの国際人へのファーストステップとして 

是非この機会を存分に活用してください。 

ＮＰＯ塾全協はグローバル人材育成のために子供たちを支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）日 程：2014 年 12⽉月 30⽇日（⽕火）~ 31⽇日（⽔水）(1 泊 2⽇日) 
２）対 象：中学 1 年～高校３年（英検３級～準２級レベルのレッスンとなります。） 

３）定 員：１５名（お振込み確認が１５名に達した時点で締め切らせていただきます） 

４）場 所：ブリティッシュヒルズ（体験型国際研修センター）福島県岩瀬郡天栄村  
５）集合：東北新幹線新白河駅改札口 12 月 30 日 12:40（ブリティッシュヒルズの無料送迎バス有り） 
６）解散：東北新幹線新白河駅西口（高原出口）下の駐車場 12 月 31 日 14:30	  
７）参加費：23,000 円	  
	 	 	 	 	 	 （初日の昼食は集合までに各自の負担で済ませておいて下さい。） 
６）内 容：スケジュール表をご参照ください。敷地内は原則として英語のみを使用。なお、緊急時

のために複数の日本人スタッフが常駐しておりますのでご安心下さい。 
７）お申し込み方法：申込用紙に必要事項を記入し、塾長にお渡し下さい。申込期限 12 月 13 日(土)。 
８）費用のお支払方法：下記の口座にお振込み下さい。ご出発の６日前よりキャンセル料が発生して

まいりますのでご注意下さい。また、お支払いが済みませんと予約が確定しませんので、なるべくお

申し込みと同時に振り込まれるようお願い致します。振り込み料金はお客様のご負担となります。ご

了解下さい。なお、お振込みの際は参加者氏名の前にＪを付けて下さい。  
三菱東京ＵＦＪ銀行	 柏中央支店	 普通	 ０１０９０６５ 

特非）学習塾全国連合協議会 
【お問い合わせ】NPO 塾全協東日本ブロック理事長	 沼田広慶（ヌマタ	 ヒロヨシ） 

TEL047-364-3216  FAX047-364-7046  携帯 09081004279 

ブリティッシュヒルズ 東京オフィス 
〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-13-9 
TEL：03-3258-5847	  Fax：03-3258-5848 

ブリティッシュヒルズ 現地研修所 
〒962-0622 
福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草 1-8 
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レッスン (受講予定)・アクティビティの紹介  

Lesson 1: Listening skills for HS (High school level) 

日本と海外の学校生活についての実際のニュースに焦点を当てたリスニング練習を通して、学生はこれらの

報道、彼らが上げる問題が自分の生活に及ぼす役割を理解していきます。 

Lesson 2: Science Challenge 

グループに分かれ、与えられた科学に関する課題を相談しながら解決の糸口を見つけるクラスです。具体的

には、生卵を入れ、高い所から落としても割れないような容器を各グループでデザインします。レッスン内

で設定された、仮想予算と用意された材料には限りがあり、講師に相談しながら材料を選択します。最後に、

実際に作った容器を落として、解決法が合っているか検証します。 

Activity 1: Good Effort Competition 

フリータイムの時間に British Hills Staff(日本人・外国人)を見つけて、英語で質問してください。スタッフ

のサインを 10 個集めると Ye Shoppe で素敵なプレゼントがもらえます！ 

Activity 2: English Speaking Society 

夕食前後の時間帯に、自主的参加を目的とした、英会話の時間を 30 分設けております。オーガナイザーとし

て British Hills 講師が１名居り、他校の交流もかねて、生徒さん同士が英会話に取り組む時間です。 

その他、NPO 塾全協の特別レッスンも予定しております。 

会員塾でブリティッシュヒルズの総合パンフをご希望される方は 
中山までご連絡ください。郵送いたします。 
	 

N P O 塾全協のリニューアルホームページを公開しました。 	 

h t t p : / / w w w . j z k - e a s t . c o m / 	 

私立中高進学情報館が日々、充実度を増してきています。 	 

塾生・父母の皆さんにも是非、活用するように案内してください。 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

h t t p : / / g a k u r a n - v i e w e r . n e t / i n d e x . p h p ? p = j z k & i = 1 	 

	 

NPO 塾全協東日本ブロック	 今後の主な予定(2014 年・2015 年)	 	 

12 月 9 日（火）教材教具展	 	 柏商工会議所	 

	 	 	 	 	 	 	 10：30～14：00	 入場無料・入退場自由	 

	 5月31日（日）中高入試を考える会・私学と私塾の新年度情報交換会  
	 


