
 

講座案内 

特定非営利活動法人小学校英語指導者認定協議会〔Ｊ－ＳＨＩＮＥ〕認定講座 

2008 小学校英語指導者資格認定講座 
 

           特定非営利活動法人 教育支援協会沖縄支部 事務局 

           FAX 098-898-3699  MAIL mail@cbv.jp 

           事務所移転予定のためお問合せは、090-7447-3496（節田）まで 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■Ｊ－ＳＨＩＮＥとは．．． 
「小学校での英語教育の普及・発展を支援する」

という趣旨のもと、2003 年 9 月にＮＰＯとして内

閣府から認証を受けた、民間主導で設立された英

語教育指導者の資格認定を行う組織です。 

 本協議会では、日本の小学校での英語教育を促

進するため、全国の教育関係諸団体が協力して小

学校英語の指導者養成をはかり、全国の小学校で

の英語活動を支える体制を作り上げます。 
   http://www.j-shine.org 

■小学校英語指導者資格認定講座とは．．． 
 Ｊ－ＳＨＩＮＥの登録団体であるＮＰＯ法人

教育支援協会沖縄支部が小学校英語の指導者養

成講座を企画・運営案を提出し、Ｊ－ＳＨＩＮ

Ｅより認定された講座です。 

 従って、受講者はこの講座終了後、Ｊ－ＳＨ

ＩＮＥより「小学校英語指導者」の資格認定が

付与されます。 

教育支援協会ホームページ 

   http://www.kyoikushien.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■講座について．．． 

□募集人員・・・２４名 
□応募方法・・・所定の申込用紙に必要事項を記入し、ＮＰＯ教育支援協会沖縄支部に提出してください。

□応募締切り・・・平成２０年７月２５日（金） ※定員に達し次第、締め切ります。 
□応募資格・・・（１）英検２級程度以上の英語力（TOFEL，TOEIC 等で同程度の英語力得点者とするが、

検定級・得点の有無は問わない）。 

        （２）小学校英語活動への関心と指導者としての資質があると認められる方。 

        （３）ＮＰＯ教育支援協会沖縄支部が受講申込書を審査し、適格者と認められる方。 

        （４）ＮＰＯ教育支援協会沖縄支部の地域支援会員となる方。 

□資格認定・・・全講座終了後、資格申請書に教育支援協会が推薦書（出席・受講状況等）を添付し、 

        認定協議会〔Ｊ－ＳＨＩＮＥ〕が再審査し、適格と認められた方に認定証を交付します。

        ※指導経験がない方は、一定の指導経験を終了した後に、認定証を交付します。 

         指導実習についてはご相談ください。 

□講座スケジュール・・・平成２０年７月２９日（火）～８月２日（土）の期間の５日間 

 ９：１５～１６：３０ 

□講座開催場所・・・７／２９～７／３１「てぃるる」 ８／１～８／２「沖縄県総合福祉センター」 

□講座費用・カリキュラムについては、裏面をご覧下さい。 

お問合せ・

申込み先 



■講座スケジュール・使用テキスト 

 

ＮＯ 日 曜 時 間 講 座 名 講師名 
使用教材・テキスト  

（予定） 
価格

０１ 7/29 火 9：15～10：45 

クラス運営 

 大人数のクラスを教える方法を知り、クラ

スマネージメントの基本的方法を実習 

宮城 ハンドアウト － 

０２ 7/29 火 11：00～12：30 

レッスンプランの立て方 

 小学校英語の各種のプログラムをどのよう

にレッスンプランにしていくのかを知る 

宮城 ハンドアウト － 

０３ 7/29 火 13：15～16：30 

指導法実技演習Ⅰ 

小学校英語の各種指導法の技能を知る。

発音、歌とチャンツ、ゲーム、絵本指導、会

話指導、Teacher Talk など。 

Richard 
Genki English!!  スーパ

ー・パック 

０４ 7/30 水 9：15～12：30 

指導法実技演習Ⅱ 

小学校英語の各種指導法の技能を知る。

発音、歌とチャンツ、ゲーム、絵本指導、会

話指導、Teacher Talk など。 

Richard 
Genki English!!  スーパ

ー・パック 

０５ 7/30 水 13：15～16：30 

指導法実技演習Ⅲ 

小学校英語の各種指導法の技能を知る。

発音、歌とチャンツ、ゲーム、絵本指導、会

話指導、Teacher Talk など。 

Richard 
Genki English!!  スーパ

ー・パック 

０６ 7/31 木 9：15～12：30 

指導法実技演習Ⅳ 

小学校英語の各種指導法の技能を知る。

発音、歌とチャンツ、ゲーム、絵本指導、会

話指導、Teacher Talk など。 

Richard 
Genki English!!  スーパ

ー・パック 

０７ 7/31 木 13：15～16：30 

指導者実技演習Ⅴ 

小学校英語の各種指導法の技能を知る。

発音、歌とチャンツ、ゲーム、絵本指導、会

話指導、Teacher Talk など。 

Richard 
Genki English!!  スーパ

ー・パック 

24,000

０８ 8/1 金 9：15～12：30 

小学校英語活動の基礎 

 英語で授業を行う場合に必要なコミュニ

ケーションの方法と指導法、子どもの認知・

情緒発達に即した指導法 

宮城 ハンドアウト － 

０９ 8/1 金 13：15～16：30 

指導者実技演習Ⅵ 

小学校英語の各種指導法の技能を知る。

フォニックス、音声学について学び、小学校 

段階ではどこまで指導するか、中学校以降

への連携を学ぶ。 

宮城 ハンドアウト － 

１０ 8/2 土 9：15～10：45 

小学校英語の理念 

 小学校における英語教育と総合的な学

習の関係を整理し、小学校英語教育の目

的とあり方を考察 

上江洲 ハンドアウト － 

１１ 8/2 土 11：00～12：30 

言語習得の理解 

言語学から見た小学校英語の課題と、言 

語習得のプロセス、メカニズムについて 

上江洲 ハンドアウト － 

１２ 8/2 土 13：15～16：30 

国際理解教育の基礎 

 異文化理解教育についての基礎的な事

柄を知り、国際理解教育の抱える課題を

実例を通して知る 

上江洲 ハンドアウト － 

 

※講師の都合により、日程及び講師が変更される場合があります。 

※ハンドアウト以外の使用教材・テキスト代金は含まれません。必要な方は、別途ご購入下さい。事前に申し込みいただけ

れば、手配いたします。 

 
 
 



■講座カリキュラム 
指導フィールド＆講座 時間 講座内容 

１．小学校英語の理念 1.5 時間
小学校における英語教育と総合的な学習の関係を整理

し、小学校英語教育の目的とあり方を考察する。 

２．国際理解教育の基礎 3 時間 異文化理解教育についての基礎的な事柄を知り、国際

理解教育の抱える課題を実例を通して知る。 

３．言語習得の理解 1.5 時間
言語学から見た小学校英語の課題と、言語習得のプロ

セス、メカニズムについて知る。 

４．小学校英語活動の基礎 3 時間 
英語で授業を行う場合に必要なコミュニケーションの

方法と指導法、子どもの認知・情緒発達に即した指導

法についてしる。 

５．クラス運営 1.5 時間
大人数のクラスを教える方法を知り、クラスマネージ

メントの基本的方法を実習、体験する。 

６．レッスンプランの立て方 1.5 時間
小学校英語の各種のプログラムをどのようにレッスン

プランにしていくのかを知る。 

７．小学校英語の指導技術 18 時間

小学校英語の各種指導法の技能を知る。 
発音、歌とチャンツ、絵本指導、フォニックス、会話

指導、ゲーム、Teacher Talk など。 
  ※英語指導実習が必要な方は、別途ご相談下さい。 

 
■担当講師 
◎Richard Graham (リチャード・グレアン)  

 GenkiEnglish.com 教育コンサルタント 
英国生まれのリチャード・グレアンは日本の小学校英語や国際理解教育のトップの専門家です。 
３年間、愛媛県の小学校で英語と国際理解教育を教えながら小学校にふさわしい独特な教え方を開発しま

した。2000 年から GenkiEnglish.com の形で文部科学省や地方の教育委員会が主催している研究会で小学

校英語の指導ワークショップを実施。本，雑誌や新聞の執筆。現在日本の多くの小学校は“できる、できる、

できる”の気持ちで GenkiEnglish.com の教え方を使って英語を教えています。海外でも活躍中。 
◎上江洲 隆 

沖縄県立総合教育センター 研究主事 教科研修班 英語教育担当  
 元宜野湾市教育委員会で宜野湾市の英語特区の企画・推進者 
◎宮城 実子 
 J-SHINE 認定小学校英語指導者トレーナー 

 宜野湾市教育委員会 小学校英語指導者 

 
 
■受講費用  ハンドアウト以外の使用教材代金は含まれません。必要な方は、別途ご購入下さい。 

 J-SHINE 資格認定コース  （ハンドアウト資料費を含む） ※地域サポーター会員とは、ＮＰＯ教育

支援協会の会員及び以前に当協会が

主催した「小学校指導者認定講座」を

受講された方が該当します。 

  教育支援協会 地域サポーター会員  ５０，０００円 

  一般受講者             ５５，０００円 

 
格

０
 
 
 
 
■受講費用の納入方法 
 下記振込先に７月２８日

 【振込先】 沖縄銀行 

            

 

J-SHINE への登録料（資

認定料）が別途５，００

円かかります。 
（月）までにご納入ください。 

内間支店 普通 １７６１８２２ 沖縄地区実行委員会 

            （NPO 教育支援協会沖縄支部 講座実行委員会） 



■会場 
 ●７月２９日（火）～７月３１日（木）   

沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」 
     那覇市西３－１１－１  TEL ０９８－８６６－９０９０ 

 

◎アクセス（路線バス） 

パレットくもじ前 → 三重城 

 那覇バス  

市内線 １、２、５、１５ 

市外線 ４５ 

り

い。 

 ●８月１日（金）～８月２日（土） 
   沖縄県総合福祉センター 
     那覇市首里石嶺町４－３７３－１  TEL ０９８－８８２－５８１１ 
◎アクセス 

那覇バス 

 市内線 ９、１１、１７ 

「石嶺」停留所下車 徒歩８分

 市外線 ２５、３３、９７ 

   「厚生園入口」下車 徒歩８分

モノレール 

  「首里」駅下車 徒歩２５分 
 

駐

地下駐車場はございます

が、駐車台数に限りがあ

ますので、予めご了承下さ
車場 有 



「小学校英語指導者資格認定講座」受講申込書 

特定非営利活動法人教育支援協会沖縄支部 

英字  性別 年齢 
申込者 

氏 名 漢字 
 

男 ・ 女 
歳

生年月日 西暦     年    月    日 申込日     年    月    日

自宅住所 
〒 

E-mail  TEL  

携帯メール  携帯電話  

所属団体名

会社名 

 

申込コース 
資格認定コース・単科コース （※単科コースの方は、受講希望講座の講座 NO を記入して下さい。）

個人履歴等調査（選択肢のあるものは該当するものに○をつけてください。記入するものは簡潔に） 

最終学歴 

学  位 

高校卒・専門学校卒（教育系・英語系・その他）・短期大学卒・大学中退・大学卒・ 

大学院卒（修士）・大学院卒（博士）・その他 

免許・資格 
小学校教員免許・中学校英語教員免許・高等学校英語教員免許・その他教員免許・ 

カウンセラー資格・福祉医療関係資格・なし                〔複数回答可〕

留学経験や海外での生活

経験がありますか 

 

 

 

あなたのこれまでの指導

経験について。 

 

 

 
あなたは小学校での英語

教育で何が一番大切だと

思いますか？ 

 

あなたは子どもたちの指

導者として最も大切なこ

とは何だと思いますか？ 

 

あなたの英語力はどれぐ

らいですか？ 

 

この講座を受講する目

的・動機について。 

 

 

 

 

申込   ＦＡＸ ８９８－３６９９ 

 


