Improve Your Teaching Skills ONLINE!
The Premier International Certificate for Teachers of English to Young Learners
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ジュニア英語プロ教師養成講座

株式会社エドベック Teyl-JAPAN事務局
〒220-0012神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 OCEAN GATE MINATO MIRAI 8F WeWork TEL：0120-26-5494

FAX：050-3730-8504

Teyl-JAPAN
（ティール・ジャパン）

ジュニア英語プロ教師とは

J-SHINE認定資格 Teyl-JAPAN

2020年、小学校5年生、6年生において行われていた外国語活動（主に英語活動）が教科としての英語になります。
また、
これまで外国語活動として行われたれていた活動は、小学校3年生、4年生に前倒しされます。
それに伴い、学習塾や英
会話教室の児童英語のニーズが高まってきています。
一方、真の児童英語教育のスキルを持つプロ教師が不十分であることは、文部科学省をはじめ多くの見識者の共通の
認識です。
「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画（文部科学省）の中で、英語教員の指導力向上及び指導体
制の整備は重要な課題の一つとしてあげられています。英語教師である以上、英語力があること自体も大切ですが、
やはり英語を指導する力が備わってこそ
「真の指導者」
と言えるのです。

Teyl（Teaching English to Young Learners ）

資格
認定

この度はお問い合わせいただき、誠にありがとうございました。
Teyl-JAPAN事務局が設置されている株式会社エドベックでは、民間教育機関向けの英語
教材開発、教師向け研修事業、教育市場調査、NPO活動支援など幅広く活動しています。
Teyl-JAPANは英語教材開発や教師研修のノウハウを生かして生まれました。
Teyl-JAPANが皆様の日々の指導の大きな糧となれば幸いです。
エドベック スタッフ一同

Teyl(Teaching English to Young Learners)とは、英語教師養成の為に特別に開発された画期的なe-learning program
であり、指導者用に特化したものとしては日本初のシステムです。
これから教師を目指す指導経験のない方から、ベテラン教師ではあるものの、
もっとスキルアップしたいという方まで、
真の指導者となっていただけるよう、
この国際標準の指導プログラムと独自のTutor制度を持つTeyl-JAPANプログラムが

2つの資格認定

導いて参ります。

Teyl-JAPAN修了後は、
カナダAdvanced Teacher Training Inc. より資格が授与されます。
また当コ

Teyl-JAPAN（ティール・ジャパン）

ースは、小学校英語指導者認定協議会（J-SHINE）
より指導者資格認定推薦団体として認定され、
Teyl-JAPAN修了後、指導カリキュラムを開発した NPO法人 国際教育振興協会より小学校英
語指導者資格（J-SHINE資格）
申請の推薦を受けることが可能です。

Teyl-JAPAN（ティール・ジャパン）は、
カナダにあるAdvanced Teacher Training Inc. が長い年月をかけて開発した

Teyl資格

国際的な英語指導者育成プログラム「CertTeyl Program」
を、青山学院大学、横浜国立大学、NPO法人 国際教育振興協
会英語教育推進委員会、株式会社エドベックが共同で日本の指導者向けに再開発したオンライン研修プログラムです。

カナダAdvanced Teacher Training Inc. より取得可能な国際ジュニア
英語プロ教師資格

J-SHINE認定資格
神奈川大学外国語学部名誉教授

元早稲田大学大学院・青山学院大学大学院客員教授
元日本児童英語教育学会（JASTEC）会長 現在同学会顧問
英国国際教育研究所（IIEL）顧問
専門は心理言語学、児童外国語教育論

NPO法人国際教育振興協会から
小学校英語指導者認定（J-SHINE）

児童英語教育は大きな変革期を迎えています。
公立小学校の9割以上で
「英語活動」が実施され、2020年より、英語が教科として導入され

ＮＰＯ法人 国際教育振興協会
認証書

伊藤 克敏 氏

資格申請の推薦が受けられます。

ます。
民間の英語学校では0才児から早期英語教育が行われ、
また、
選ぶのが難しいほど多くの教材が溢れています。
しかしながら、
現場では、
まだまだ、
「楽しい」
だけの指導が中心で、
実践力向上のための効果的な指導が行われているとは決して言えません。
指導者にとって
「英語力」
は不可欠なスキルです。
しかし、
「指導力」
はそれ以上に必要なスキルと言えます。
どんなにすばらしい指導案や教材

J-SHINE資格認定後には、特定非営利活動法
人 小学校英語指導者認定協議会（J-SHINE）
よ
り資格証明書 (ID カード)が送付されます。

があっても、
それを指導する教師に指導力がなければ、
宝の持ち腐れです。
現場の教師は、
指導方法に関する確かな知識と理解を深め、
実践力

※認定は、
指導経験、
英語力により、
小学校英語指

向上を目指し、
指導技術の研鑽に努める必要があります。
Teyl-JAPANは、
オンラインのメリットを活かして、
最新の教授理論と実践法をしっかり

導資格、準認定指導者資格、小学校英語上級指

と学習できるコースです。
現場の教師はもちろん、
これから児童英語教師を目指される方にも最適の指導者養成コースと言えましょう。

導者+(プラス)資格に分かれます。

Teyl-JAPANの

受講生

特徴

インタビュー

受講から資格取得、そして今

実践的なカリキュラム
Teyl-JAPANでは、児童英語教育や指導法に関する知識だけにとどまらず、実際にレッスンプランや教材を作成するタ

Interviewer : 当講座を受講したきっかけを教えてください。

スクがあります。
このようなタスクを通じて、実際の教壇に立てる指導力の養成を行います。
また、すでに指導にあたって

Sato

いる先生方には、普段の指導に対して第三者からの意見を求めるよい機会になります。

: もともと自宅で友人のお子様に教えていました。生徒を募集していたわけではなく、家庭教師のような形でした、
その頃は、
教えているといっても、
体系だった学習はしたことがなく、
自分で本や教材を見たりしていました。
そんな時、
インターネットを
見ていて、Teyl-JAPANを見つけたのです。
体系的に学べて、
なおかつ資格も取れるということで面白そうだなぁと感じました。

Interviewer : 現在、英会話スクールで勤務をされているとのことですが、
どういった形で指導にあたっているのですか。

e-learningによる利便性と迅速なフィードバック

Sato

: 英会話スクールでは英検クラスを担当しています。
また、
おかげさまで、Teyl-JAPANのTutor養成講座を勧めていただき、
現在はスクールという場所だけでなく、Tutorの一人として、皆さんのスキルアップのお手伝いをさせていただいています。

Interviewer : Tutor制について、
こういったところがよかったというエピソードなどはありますか。

e-learningであることにより、
どこでも、
そしていつでも受講することが可能です。出張先、旅行先など、
インターネットが

Sato

できる環境があれば、
どこでも受講できるのがTeyl-JAPANの魅力です。
また、
タスクの提出からフィードバックを受けるま

: （英語指導に関する）
悩みを、個別に、
そして具体的に聞いてもらうことができたのがとても良かったです。
これまでの自分の
キャリアなどもTutorの方には把握していただいているので、
自分のレベルに合わせたアドバイスをしていただける、
Tutor

で48時間以内 ※ という迅速な対応が、通信講座を続けるためのモチベーション維持に貢献します。

制度ならではだと思っています。
たくさんの人を対象とした一般的な内容ではなく、
ケースバイケースで
「自分（Tutor）
は、
こう対応した」など、
とても具体的にアドバイスをくださり、それが今とても役に立っています。受講が進まずにいる時も、
励ましのお言葉をくださったり、私が期待していた以上のサポートをしていただいたように思います。
Interviewer : 中だるみ、挫折しそうだったということはありませんでしたか。

専属Tutor（講師）制度による手厚いサポート

Sato

: 中だるみということではありませんが、時には気分が乗らないことはありました。気分に忠実に従って、
「やるときはやる」
「やりたくない時はやらない」
という感じで、
そのあたりは、
メリハリをつけて取り組みました。

Interviewer : 通信講座の場合、
自分を律しないと難しいですよね。

受講者には、必ず、専属のTutorがつきます。Tutorは、指導経験10年以上のベテラン講師であるだけでなく、Tutor養成

Sato

講座でメンタリングノウハウを身に付けています。受講開始時の学習スケジュール確認から、講座内容で困った点、現場で

: 確かに、
そういった部分もありますね。
ただ、
「ちょっと、
いつもと学習ペースが違うな」
という時は、
Tutorの方から
「どうしまし
たか」
というようなメールが届いたり、
時に励ましていただいたり、
そういった部分でもTutorという存在は大きかったですね。

の経験談など、
さまざまな相談をすることができます。

Interviewer : 一人でやっているという感じではないということですね。
Sato

: そうですね。通常、通信講座ですと、
自分で淡々と進めていくイメージですが、Teyl-JAPANの場合、課題1つをとっても専属
Tutorへ提出をし、
そのフィードバックを待って、
また次のステップへ、
といったように、Tutorの方と一緒に受講を進めている

Teyl資格とJ-SHINE資格のダブル資格取得

という感じでした。Tutorとして受講生の指導にあたっている今でも、
その時の体験を参考にしながら指導しています。
Interviewer : 小学校での外国語（多くは英語）活動必修化に伴い、需要が高まっている児童英語教育は、今後、伸びる産業
だと思いますが、その辺についてご意見をお聞かせください。

Teyl-JAPAN受講修了後は、
カナダAdvanced Teacher Training Inc.よりTeyl（Teaching English to Young Learners）

Sato

:

今は、小学校での英語教科化は移行期間で、試行錯誤の中で指導している段階だと思います。
そして、今後は
教育内容も多様化していき、
その分、先生の指導も難しくなっていくと思います。
ただ、
その中で、子どもたち

資格を取得できるほか、NPO法人 国際教育振興協会から、特定非営利活動法人 小学校英語指導者認定協議会が付与

が英語を好きになっていくことに貢献できたらと願っています。
私自身、英語が好きで始めた指導、子ども

するJ-SHINE資格申請の推薦を受けることが可能です。

たちにもやはり好きになってもらいたいのです。
今、小学4年生を指導していますが、本当に楽しそうに
授業に参加してくれていて、
それが本当に嬉しいのです。
この部分は、気持ちの上で、受講前と受講後に大きく変化したところだと思います。受講前に指導をし

横浜国立大学、青山学院大学のノウハウ

ていた時には、子どもたちの英語のスキル（能力）
をどう上げていくかを一番に考えて指導にあたって
いましたが、受講後は、
とにかくまず好きになってほしいと願うようになりました。
「一番大切なことは
何か」がほんの少しわかってきた気がします。

Teyl-JAPAN開発には、公立小学校での指導者研修ノウハウを持つNPO法人 国際教育振興協会 英語教育推進委員会、

Interviewer : 皆様に向けて、何か始めようと一歩踏み出すための後押しになるようなメッ

児童英語教育のカリキュラム・指導法の分野においては横浜国立大学、Tutorシステム・メンタリングノウハウの分野にお

セージがありましたらお聞かせください。
Sato

いては青山学院大学と、各種団体の専門的なノウハウが詰まっています。

: まずは、やってみる。
たとえば、私は旅行会社に勤務していたころ、
タイプ（打ち
込み作業）
を大量にこなしていました。当時は、
このような仕事が、
自分の何に
役立つのだろうと思ったりしましたが、
その時に鍛えられたタイプの速さが、今

★☆★

※課題提出の翌営業日の営業開始
時刻午前10:00より48時間以内を
目安とします。

佐藤恵美先生

★☆★

の業務にもとても役立っています。
このように、何かやっていると、今は「こんな

長年、幼児から高校生までの指導を行い2010年10月Teyl-JAPAN

スキル・業務が必要なのか」
というようなことであっても、
そしてそれがたとえ当

を受講。その教務力からTeyl Tutor養成講座修了後、Teyl-JAPANの

初望むかたちでなかったとしても、後日、別の形で役立つことがたくさんあると

Tutorとなる。現在、英会話スクールで自ら指導を行いながらTutorと

思うのです。

して指導者の指導にもあたっている。

Interviewer : 先生、
ありがとうございました。

学習
スケジュール

自分に合った学習プラン

あなただけの学習スケジュールを設定

だから安心して

生活リズムは人それぞれ。学習もじっくり取り組みたい方、短期で資格を取得したい方など、
さまざまです。
Teyl-JAPANでは、e-learningの特性を活かし、皆様の学習スケジュールを学習前にTutorと相談して決定します。
もちろん
学習の途中で、学習スケジュールを変更することも自由にできます。

学習を継続できます。

Teyl-JAPAN資格取得（J-SHINE資格取得までを含む）
までの平均学習時間は、約60時間です。Tutorからの迅速（48時
間以内 ※1 ）
なフィードバックがあるので、取得までは、最短約２ヵ月、平均3ヵ月〜6ヵ月で取得が可能になります。
ご自身
のスケジュールにあわせて学習時間を調節することができますので、
どんな方にもお勧めです。
また、平均受講期間の2倍
にあたる1年間が受講期間と定めていますので、
ゆっくり学習したい方でも十分間に合います。

ある

受講生
平日 学 習 型

◆学習期間目安 約６ヵ月
Mon

Tue

Wed

の一週間

※2

Thu

Fri

Sat

Sun

30分/日 30分/日 30分/日 30分/日 30分/日
平日だけを利用して、ゆっくり学習していきたい方向けのプランです。
コマ切れの時間を利用できますので、
会社員の方であれば、朝の時間やお昼の休憩時間、主婦の方であれば、
お子様が学校などに行っている時間
に少しずつ進めていくことが可能です。1ヵ月で約600分（10時間）
、6ヵ月で修了予定です。

受講生に聞いてみました
保育園に通うお子様の子育てをする傍ら、子ども英会話教室にて、3歳~15歳の子どもたちに週3日程度英語

浦崎 美由紀 先生

短期取得型

◆学習期間目安 約2ヵ月

※2

平日にコツコツと一定の時間を割くことで、受講は、1ヵ月半~2か月程度で修了。お見事、短期
集中にてTeyl資格及びJ-SHINE資格を取得されました。

Mon

Tue

1時間/日

Wed

Thu

1時間/日

Fri

Sat

Sun

3時間/日

3時間/日

とにかく、短期集中。少しでも早く資格を取得したい方向けのプランです。隔日の学習に加えて、土曜日、
日曜日を
利用することができれば、約2ヵ月で学習を完了することが可能です。課題のフィードバックが48 時間以内 ※1 と
いう素早いフィードバックのTeyl-JAPANだからこそ可能なプランです。

Tutorとのやり取りはいかがでしたか？またTutorからのフィードバックで印象に残ってい

？

ることなどありましたら教えてください。

毎回、課題提出後には、親切にフィードバックをいただいて、わからないところは、適切にアドバイスをし
ていただきました。中でも、実際、Tutorさんがレッスンで行ったアクティビティを教えていただいて、例えば―
「
【red】
と黒のペンで書いて、質問をし、正解は
【red】
ではなく、
【black】
だよ」
というようなアイデアを私自身
もレッスンで存分に活用させていただきました。

※1
1 課題提出
課題提出の翌営業
の
日の営 開始時刻
日の営業
開始時刻午前10:00より48時
48時間以内を
間以内を目安とし
目
ます。
※2上記
上記、
、学習期間には、
学習期 間に
J-SH
H INE認定のため
定のた の申請期間等は含
は含まれては
てはおりませ
お
ん。予めご了承ください。

23:30

23:30

22:00

22:00

就寝

育児、仕事の両立をしながらの受講ということもあり、学習は、平日の午後を利用されたようです。
休日は、育児に追われてしまうとのことで、受講はお休み。

就寝

18:00

21:30

風 呂・育 児

16:00

18:00

家 事・夕 食

12:00

その他

09:00

受講

昼 食・家 事

08:00

家 事・育 児

kend
e
e
W

朝食

休日に集中して学習するプランです。平日忙しい会社員の方に最適です。土曜日、
日曜日の2日間、学習時間を
取ることができれば、1ヵ月で約1200分（20時間）
、約3ヵ月で修了することが可能です。
もし日曜日の1日しか学
習時間を確保することができなくても、約6ヵ月で修了することができます。

16:00

風 呂・育 児
児児

2.5時間/日

14:00

21:00

帰宅

Sun

2.5時間/日

12:00

18:00

仕事

Sat

11:00

15:00

仕 事の準 備・
夕食

Fri

09:00

昼 食・家 事

Thu

08:00

12:00

家事

Wed

07:30

09:00
息 子を
保 育 園へ

Tue

※2

するなど、主婦業をこなしつつ、幅広い活躍をされている。

朝食

Mon

約３ヵ月

起 床・家 事

休日 学 習 型

◆学習期間目安

ay
d
k
e
We

レッスンを担当。指導歴は、約8年。その他に幼稚園で4~6歳の児童に歌や簡単な英単語、アクティビティを

受講

コースには、
授業で役立つツール、
参考文献のサマリー、
文章では理解し
にくいピクチャーカードの取り扱いに関する動画など、豊富なコンテンツ
で、指導に関するスキルを高めていきます。

の流れ

気になる文献などは、
メモを残してお手元に保

各種
リソース

管したり、外部サイトは、
ブックマークをするなど、
受講後も見直しましょう。
また、
コース内容に関してご質問がある場合
は、随時受講画面からTutorに質問できます。

受講開始から、修了までの流れ
ジュニア英語プロ教師養成講座Teyl-JAPANは、株式会社エドベックが運営して
お
おります。
受講開始から修了までの間は、株式会社エドベック内 Teyl-JAPAN事務局、

コース各所には、いくつかのテストがあり、該当する個所の理解の確認

または、
ま
Teyl-JAPAN所属のTutorよりご連絡申し上げます。

お申し込み

を行います。画面上で、パズルのように行うもの、選択肢を選ぶもの、文章

お申し込みは、Teyl-JAPAN公式ホームページから行います。
ページ右上の「お申

でTutorに提出するものなどさまざまです。

込
込み」
をクリックし、必要事項を入力し
「送信」
します。

たとえ、理解が不十分であっても何度でもチャレンジできます。
どうして

タスク

も理解できない部分などに関しては、参考文献に再度目を通したり、Tutor

あ
ある
Teyl-JAPAN事務局より、
ご挨拶

ご入金手続

お申し込み時ご選択のお支払い

事務局にて、
お客様のご入金

ならびに受講料の振込口座をメー

方法にて受講料の全額をお支払

確認が取れましたら、
ご入金確

ルにてご案内いたします。

いください。

に質問して解決していきましょう。

認メールをお送りいたします。
この時点で、Tutor手配が開始さ

クレジットカードでのお支払いをご選択されたお客

れます。

様にはお支払い用のリンクをメールにてお送りいた
します。
（Paypalという決済サービスを利用します。）

このようにモジュール1〜7までを学習していきます。
Tutor手配が完了しましたら、Teyl-JAPAN事務局より、
ログインIDとパスワード
を発行いたします。
ログインIDとパスワードを取得後、受講画面から受講を開始

受講開始

できます。
また、Tutorより受講者にご挨拶メールが届けられます。
コース修了に向けた最後のタスクは、認定モジュールです。認定モジュールには、

受講内容に関するお問合せや質問は、受講画面の掲示板を利用します。同様に
掲示板を通じてTutorより回答いたします。
また事務局からのお知らせなども、管理
画面で確認することができます。

Option 1とOption 2があり、いずれかをお選びいただきます。

認定
モジュール

これまでの学習の集大成であり、卒業試験でもありますので、ぜひ力を入れて頑
張っていきましょう。
認定モジュールに関してもTutorから適時アドバイスがありますので、Tutorと
二人三脚で最後の課題をクリアしてきましょう。

いよいよ受講スタートです。
イントロダクションから読み進め、
モジュール１、
モジュール２と進めていきます。
モジュール間を移動したい場合は、画面中央の
メニューより選択します。

用語解説集、
リンク集などが設置され、いつでもご利用いただけます。

受講修了の連絡は、
Tutorより

認定モジュールが修了する

またメニューの中（「ツール」）には、ユーザーガイド、言語教育に関する

修了

とTutorからその旨メールが届

事務局にも伝えられ、事務局

き、無事受講完了となります。

より受講完了のご挨拶メール、

これでTeyl資格の取得が確

ならびにJ-SHINE資格申請の

定し、約1ヵ月後、
カナダより認

手続きについてのご案内が送

定証が送られます。

られます。

カナダAdvanced Teacher Training Inc.
より送付される認定証

モジュールは複数のセクションから構成されており、各セクションの、参考文献
J-SHINE資格申請は、NPO法人 国際教育振興協会がJ-SHINE事務局との窓口になります。Teyl-JAPAN

などを読み進めながら学習を行います。

事務局より送られた各種申請書類に各自ご記入の上、
Teyl-JAPAN事務局にご提出いただきます。
Teyl-JAPAN

参考文献の一部は、海外のウェブサイト
（英語）にリンクされています。
ただし、
特に重要と思われるものは、サマリーとして要約を日本語に訳しておりますので、
すべての英語の文献を読み込む必要はありません。
ただし、指導の役に立つ文献
ばかりですので、お時間のある時に目を通しておくことをお勧めします。

J-SHINE
申請

事務局にて必要書類の確認後、NPO法人 国際教育振興協会よりJ-SHINE事務局へ申請を行います。
J-SHINE事務局では毎月申請受付期間を定めています。既定の期間を過ぎると、翌月の申請扱いとなり
ます。予めご了承ください。詳しくは、Teyl-JAPAN事務局または、NPO法人 国際教育振興協会窓口にお問
い合わせください。

受講生の

経験の有無にかかわらず

声

FAQ

ジュニア英語教師が目指せます。

受講生の声
Teyl-JAPANでは児童英語教育の背景を
「児童」
「教師」
「指導」
に分けて掘り下げているため、大変わかりや
すく勉強になります。指導方法やゲームは自分で工夫できても、
「児童の発達状況」や「脳の働き」
までは意識

よくあるご質問

が及んでいなかったので色々気付かされました。課題をこなすうちに自分の知っていること・知らないこと、強
みや弱点などが浮き彫りになり、教壇に立っているだけではわからない多くのことを学びました。
実践につながる知識を多く得たことで、
さらに自信を持って教えられるようになり、
トラブルにも冷静に対処
できるように成長できた気がします。
チューターの手厚いサポートで勉強意欲が上がり、
ヒントもたくさん与え
てもらいました。
この場を持って御礼を申し上げます。

Teyl-JAPANは誰でも受講が可能なのですか？

- 英会話スクール講師

山崎澄乃さん
（講師歴2000〜）-

現在、
ジュニア英語を指導している先生方、
または将来、
ジュニア英語を指導したいと考えている方々など、英語指導を
真剣に学びたいと考えている方ならどなたでも受講可能です。学歴や英語力、教員免許資格等は問いません。

「なぜ子供の方が言語習得にすぐれているの？」
「歌やゲームを指導の中に入れるのはなぜ？」
「文法指導

受講期間はどのくらいで、通常、資格取得にはどのくらいかかりますか？

はしなくていいの？」Teyl-JAPANはジュニア英語の指導者ならば誰もが持つこんな疑問に論理的な根拠を
与えてくれます。
その根拠を元に自分自身の指導をレポートで提出すると、専属チューターが丁寧にブラッシュ
アップしてくれます。単なる通信教育と全く異なる点がここ。

受講可能期間は1年間ですが、多くの方が、平均3〜4ヵ月程度でTeyl-JAPAN資格を取得されています。
対面での研修等はありませんが、
オンラインの学習としては60時間程度だとお考えになると良いでしょう。受講生の方々

チューターとの密なやり取りのおかげで負担感は全くなく、毎日1時間、
自分の指導スキルを磨くことが出

にもそれぞれ個人のペースがありますので、学習の段階で詳しくTutorと相談しながら進めると良いでしょう。

来ました。
- 学習塾講師

弦巻桂一さん
（講師歴1989年〜）-

受講期Teyl-JAPANの資格を取得した後、J-SHINE資格に申請を希望しています。
その際の申請料はいくら
かかりますか？申請に必要なものは何ですか？
申請には6,000円（税込）がかかります。
（2019年7月現在）
申請料は株式会社エドベック
（Teyl-JAPAN事務局）
にお振込
みいただきます。受講生にご用意いただくものとしては、
「申請料振込証明書」
「小学校英語指導者資格認定願書」
「写真２枚」

このプログラムは、
インターネットの優位性を存分に取り入れています。今までは何時間もかかっていたこ

「50時間指導経験申告書（*指導経験のある方のみ）
」
です。

とが数分で出来るようになり、ほぼ全てのことをひざの上のパソコンで快適に行うことができるのです。勉強
したいときにいつでもどこでも出来ることは、快適であると同時に必要なことでもあるのです。
コース構成の融通性や豊富な知識、個人チューターからのフィードバックに激励を受け、楽しみながら興
味深くコースを修了することができました。経験の有無に関わらず、全ての先生方・これから先生を目指され
る方にTeyl-JAPANの受講を自信をもって推薦します。
- 横浜市教育委員会 研究研修指導課 指導主事助手

J-SHINE資格の正資格を取得する際、50時間の指導経験が必要ですが、
どんな指導経験が含まれますか？
指導対象年齢は満3歳から満12歳までとされており、小学校での経験の有無にこだわらず、英会話スクール、学習塾、
自宅
教室、公民館、家庭教師などの経験をすべて含め、合計50時間以上の英語指導経験時間があれば構いません。

Forrest Neuswangerさん -

見学の時間も含んでも構いませんが、見学の時間も含めて申請する際は、
その時間は20時間以内と決められておりますの
で、
ご注意ください。
また、小学校の通常授業での指導経験が35時間以上ある場合 (見学や打ち合わせの時間は含まない)
には、50時間を満たさなくても申請することができます。なお、指導対象年齢からは外れますが、中学生の指導経験がある
場合については、10時間のみ50時間の指導経験に含めても構いません。詳しくは、J-SHINEホームページ「指導者資格認定
規約」
をご確認ください。

受講生の声

Teyl-JAPANホームページではさらにたくさんの修了者の声を掲載しています。
そちらもぜひご参照ください。

推奨される受講環境はありますか？
通信環境：基本的に全てインターネットを使用して受講いただきますので、ADSL以上の通信環境をお奨めいたします。
OS、
ブラウザの推奨環境の最新情報は、NTTひかりクラウド スマートスタディ（https://business.ntt-east.co.jp/service/manabi/terms.html）
をご確認ください。以下は2019年7月現在のご利用推奨環境です。
【パソコン】
OS：Windows7 SP1

ブラウザ：Internet Explorer 11.0.9600.19326/Google Chrome ver. 74.0.3729.131

OS：Windows10

ブラウザ：Internet Explorer 11.706.1713.0/Google Chrome ver. 73.0.3683.103 /

OS：Mac OS 10.14

ブラウザ：Google Chrome ver. 74.0.3729.108 / Safari ver. 12.0.3：

Microsoft Edge ver. 42.17134.1.0

【タブレット／スマートフォン】

ホームページ
に多数掲載

OS：Android 7/8/9

ブラウザ：Google Chrome ver. 73.0.3683.90, 74.0.3729.136

OS：iOS 11

ブラウザ：Safari ver. 11.0

OS：iOS 12

ブラウザ：Safari ver. 12.1

その他、3. Oﬃce Wordや一太郎、Open Oﬃce Writerなどの文書作成ソフト
（メモ帳やワードパッドでも構いません。
）
※選択する課題によっては、
自分で作成したものを携帯電話やデジタルカメラで撮影し、お送りいただくケースもございます。

J-SHINE資格

申請

J-SHINE資格を取得
採用に向けて

そして、
さらなる活躍を目指して

J-SHINE認定 小学校英語指導者資格とは

J-SHINE認定 小学校英語指導者資格 とは、NPO法人 小学校英語指導者認定協議会（以下 J-SHINE）
によって、小学校で英語活動・

J-SHINEによる審査と結果通知

英語教育を行う上で、必要な知識と技能を有し、児童英語教育指導者として十分な能力を有していることを証明する民間の資格です。
通常、小学校の教壇に立つには、小学校教員免許を保持していることが条件ですが、
これまでは、いわゆるゆとり教育の一環として
「総
合的な学習の時間」が導入され、
その時間に行われる
「国際理解教育の一環としての外国語会話等」の中の英語教育にあたる講師は、

オンラインで必要項目を入力し、必要書類をJ-SHINEのマイページからアップロードすると、審査が開始されます。

小学校教員に限定されず、ALTや民間の指導者、及び地域人材を登用しており、小学校での英語教科化が決定した今も同じ状況が続

小学校英語指導者認定は検定ではありませんので、審査は各位がアップロードした情報のみで行われ、試験等は一切ありません。

いています。教員免許を持たない民間の人材が小学校で英語を指導するという機会が増えている現在、全国規模で一定の基準で認定

なお、審査結果は通常1~2ヵ月程度で回答となります。

を行うJ-SHINE資格は、教育委員会・小学校の中で、
また、教育業界全体を通し、信頼度・認知度が高まっています。今後、2020年からの

審査の後、合格の際にはその結果が申請者の元へ通知されます。
また、一部の書類については、郵送で送られます。

英語教科化の実施にともない、
ますます評価され需要が高まることが予想されます。
資格認定には、J-SHINEから
「児童英語指導者育成に適している」
と
認められた登録団体の指定講座を修了し、その団体から推薦を受ける
必要があります。団体登録には、J-SHINEから各団体に提示された共通
カリキュラムに沿って指導者用教材・指導法などが厳しく審査され、決
められた基準を満たした団体のみが「登録団体」
として認定されていま
す。研修講座の時間数、期間、受講料などは団体によって異なります。
「小

同封書類・
・・
・
「小学校英語指導者認定証明書」
・IDカード
他、適宜J-SHINEで必要とする書類。
また、特別な理由を除いて、養成講座を既定の成績で修了し、登録団体（Teyl-JAPANの場合は、NPO法人国際教育振興協会となり
ます）推薦があればJ-SHINE資格を取得できますが、万が一、不合格となった場合、申請者本人と推薦団体にその結果が通知されます。

学校英語教師免許」
という国家資格が存在しない現状ですが、それでも小学校では英語を教える技能をもった人材を雇用する必要があ
ります。
その際の大きな選定・判断基準として、J-SHINEは重要な役割を果たしています。

資格取得後から採用までの流れ
J-SHINE申請手続き
資格取得後、
オンラインにてお客様ご自身で公開設定された情報をもとに、
お客様のプロフィールがJ-SHINEホームページに公開さ
れます。各市町村の教育委員会や小学校、団体等の担当者は、
その掲載情報をもとに講師の選出を行います。学校側で必要としている
条件（住所や年齢、得意な指導法等）
を満たし、直接会ってみたい、面接をしたい、
という場合には、J-SHINE及び推薦団体にその指導
児童英語教師を目指す際には、
「英語力」
だけでなく
「指導力」
を身につけることが不可欠です。Teyl-JAPANではその両方を兼ね備え
た教師を養成します。資格取得には、期間内にある一定の評価で修了することが第一の条件となります。

一定の評価とは・・・ １）全てのタスク・課題を提出する
２）全てのテストを受ける
３）7つの学習モジュールにおいて70点以上を取得する
４）認定モジュールにおいて70点以上を取得する

者の紹介依頼がきますので、その時点で初めて直接指導者と学校側で面接等が行われます。
なお、その際は、直接学校側から連絡が来るのではなくJ-SHINE及び推薦団体が指導者に連絡を取るかたちとなります。

また、各市町村の教育委員会では、それぞれのホームページ上で小学校英語指導が可能な人材を募集している場合があります。
J-SHINEホームページに掲載されることによって、確実に、小学校で英語が指導できるとは限りません。直接教育委員会や小学校に働き
かけることで最終的に雇用されるというケースもあります。就職活動やアルバイトの採用と同様に、積極的に自分をアピールすることも、
採用への大きな一歩となるでしょう。

※受講期間の延長が必要な場合は、1回のみ6ヵ月間（30,000円（税込））が可能です。なお、その申請は受講期間内のみ受付いたします。

講座修了後、J-SHINE資格の申請を行います。
まず、審査料6,000円（税込）
を株式会社エドベック
（Teyl-JAPAN事務局）へお振込み
いただきます。弊社よりお送りいたしますご案内に従い、J-SHINEホームページ
より直接J-SHINE資格申請を行います。
なお、推薦期間はコース修了時から2年未満とし、2年を経過した時点で推

横浜国立大学

青山学院大学

薦期間を終了となりますので、
ご注意ください。
また万が一、J-SHINEによる審
査の結果、不合格となった場合は、審査料としてご入金いただいた審査料の
返金は致しかねますので、予めご了承ください。
また、
「小学校英語指導者資格」
「小学校英語指導者+(プラス)資格」の申請では、
幼児・児童を対象とした50時間以上の英語指導経験がある旨を記載した
「50時間指導経験申告書」
を添付する必要があります。

株式会社エドベック

Teyl-JAPAN事務局

NPO法人国際教育振興協会
英語教育推進委員会

