
『NEW TREASURE 研究会 東京会場』実施レポート 

日時 2018年8月19日（日）13:00-17:00 

場所 TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原3F ホール3B 

■プログラム 

○１３：００～ 受付開始 

○１３：３５～１４：２０ 【講演①】 

NEW TREASURE Online Speaking を活用した有機的英語学習デザイン 

～導入への期待とその効果～ 

淑徳与野中学・高等学校 池田 佑介 先生 

○１４：２５～１５：１０ 【講演②】 

公立中高一貫校に求められる英語教育とは 

～NEW TREASURE を活用した英語教育のシステム化について～ 

茨城県立並木中等教育学校 寺田 圭子 先生 

 １５：１０～１５：４０ 休憩（情報交換フリータイム） 

○１５：４０～１６：２５ 【講演③】 

【Stage1】NEW TREASURE を用いた Speaking 活動とその評価方法 

桐朋中学校・高等学校 鈴木 文也 先生 

○１６：３０～１７：００ 【講演④】 

Stage4 を活用した 4 技能型指導モデルのご提案／Ｚ会の新課程への対応について 

講演者：弊社 開発部指導課スタッフ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

【第１部】 

NEW TREASURE Online Speaking を活用した有機的英語学習デザイン 

～導入への期待とその効果～ 

淑徳与野中学・高等学校 池田 佑介 先生 

 

■オンライン英会話の導入について 

・オンラインスピーキングが学校の現場に登場したのは極めて重要な一歩。オンラインスピー

キングは英語指導における大きな成果につながると考えている。 

・現在、オンラインスピーキングを中１～３の正規授業に組み込み、週１回15分レッスンを実

施。40人クラスを2つに分けておこなっている。37～38人くらいが安定した通信の限界だっ

たため、40人を2つのグループに分けている。そのため、1回の授業時間で25分レッスンを2

回転させることができず、15分レッスンを選択した。 

・授業ではオンラインレッスンをおこなっているグループと、NTテキストのCommunication

パートを使ったALTによる英会話練習をしているグループに分かれる。 

 

 



■NEW TREASURE Online Speakingに期待したもの 

①NEW TREASUREとの学びの親和性 

・文法学習の3つの視点 ”Form（型）・Meaning（意味）・Use（使用・場面）の総合学習”に

おいて、Form（型）・Meaning（意味）は教えられてもUse（使用場面）の指導が難しい。 

・NEW TREASURE Online Speakingであれば、レッスンの冒頭にFormの確認（Practiceパー

ト）→場面設定をともなうやり取り（Challenge）という構成なので、Use（場面）まで指導

ができる。 

②EFL環境における発話機会の提供（発話の必要性と内発的動機づけの促進） 

・1対1でどうしても英語で話さないといけない状況に身を置く環境がほしかった。 

・英語の授業でペアワークなどがあるが、日本人同士が英語で話す、という「必然性がない」

状況になってしまう。 

・1週間に15分で英語が上達できるわけではない。ただ、英語でしか話せない状況に身を置い

て、英語でやりとりすることで、モチベーション・自信をつけることができる、という意味

でやる意味がある。 

 

■レッスンと運営のご紹介（実際のレッスンの様子を動画で見ながら考察） 

・「appear.in」というツールを使っているが（レアジョブオンラインではこのツールを

使うことが多い）、日本のツールではないので、表記がすべて英語。カメラの設定も

英語でおこなうことになるので、それも英語の勉強になる。 

・同一 ID に複数人数でログイン可能（それぞれの参加者のカメラのオンオフも可能）

なので、必要に応じて先生もログインして生徒の様子をフォローすることもできる。 

・レッスンルームには、学校のローカルホームページにリンクを貼って、生徒がそこか

ら遷移できるようにしている。（学校のローカルホームページトップ→学年クラス選

択→生徒名選択→URL へ遷移） 

・（実際のレッスンの様子を撮影した動画より）生徒の様子をみつつ、必要に応じてレ

アジョブ講師がフォロー。生徒が単語が出てこなくて言葉に詰まってしまったら、講

師がテキストチャット機能を使って単語を文字で送ってくれる場合も。生徒の発音訂

正は、その場でおこなう講師とおこなわない講師といる。 

 

■NTOS の効果とその考察 

・オンラインレッスンを受ける前と、1 年間の受講後を比較するアンケートを実施 

→「外国人と１対１で話せるか」について「はい」が 22%→34％に増加。 

→「コミュニケーションに不安はあるか」について→「はい」が 26%→19％に減少。 

→アドバンスト模試のリスニングの成績が上昇 

・英語学習について当事者意識が芽生える 

・自分のレベルよりもわずかに高いものを受け続けることで言語を習得できる 

 

■今後の課題 

・スピーキングテストによる定点観測と検証 

・音声認識技術（テキスト化）による検証機能の開発・市販化 



【第２部】 

公立中高一貫校に求められる英語教育とは 

～NEW TREASURE を活用した英語教育のシステム化について～ 

茨城県立並木中等教育学校 寺田 圭子 先生 

 

■先生ご自身・学校について 

・茨城県に一貫校は 3 校。首都圏と大きく違う点は、つくばには受験産業の展開が少な

く、受験対策ふくめ勉強については学校がすべて担っていること。 

・校内の先生間で好きな授業をお互いに見学し合う、という日が決められている。これ

は先生方の授業スキル向上にも効果あり。 

・11 月には校外の先生も見学可能な公開授業を行う予定。 

・私立と違う点は、入試試験を学校独自に作る自由がなく、学校側が望む生徒を独自の

方法でとることができないこと。理数系が得意な生徒がほしい、と思っても公立の適

性検査（入試）の選抜方法では受験生の力を測るには物足りない。 

・入試費用が安く、学費も安いので、勉強の基礎体力がない生徒も入学してくる。そう

いう生徒は勉強の段取りを整えてあげても伸びない。高 2 くらいでついてこられなく

なる生徒も。宿泊学習など教材費がかかり、その点で経済的に学習が厳しい家庭も存

在する。 

 

■県からのミッションと教材選択紆余曲折時代（学校設立後 1～3 回生の時期） 

・「東大合格５人」のミッションが出された。 

・それまで学校では New Crown（＆Crown Plus)を採用していたが、内容は picture 

book に近い教科書という印象だった。また、周辺教材もふくめると教材の数が多す

ぎて、生徒の机に乗りきらない状況に。 

→このような状態では 1 年間もたないと感じて、NEW TREASURE へのシフトを決断。 

 

■NEW TREASURE の採用・全学年でシステム化 

・寺田先生はこれまで高校で教えていたが、中 1 のご担当に。 

・このタイミングでプログレスへのスイッチも考えたが、ミッション系と関連の強い教

材は茨城県では通らない模様。そこで NEW TREASURE が候補に上がる。他の先生の

賛成も取り付け、採択を決定。 

・英語学習で使うのは NEW TREASURE シリーズのみ（他社教材を使わない）。 

・義務教育籍出身の先生が、ニュートレジャーの使用に関して以下の教材開発を考えて

くれ、そのやり方をどの年次も踏襲している。 

・単語集も買わせない（ただし後期生には持たせる）。教科書をすすめて 100 語まで学

習単語量がたまると、その 100 語をテストする。（STT と呼んでいる。”Super 

Tango Test”の略）。8 割得点で合格。不合格者は合格できるまで追試。Stage 5 ま

で一貫してこの単語テストを実施。 

・例文も同様。Key Points 例文をレッスンごとにまとめて丸暗記させる。（TGT と呼ん



でいる。“TanGen Test の略”）そのレッスンの総例文数×8 割が合格ライン。 

 

・高１後期から高 3 後期まで授業内でディベートをさせる。入試でも自由英作文の題材

がディベートに近い内容のものもあるため、入試対策としても有効。英文を書いた

ら、別の生徒が添削して完成させていく。他の生徒の書いた内容をこれ以上なおせな

い場合は、褒めるコメントを入れるだけでもよいことにしている。 

・ディベート練習はリスニングにも有用。「茅ヶ崎方式（Listening を基盤として、国際

的なコミュニケーションに役立つ英語を、段階的に身に付けて行く学習法）」取り入

れているのが卒業生にも好評。 

 

■先生方による授業の工夫 

・寺田先生の場合①「寺田式記号付け」（別紙参照） 

→英文に文の要素ごとにオリジナルの記号を付け、構文力を養成するもの。 

中 1 から高 3 まで使用。 

・寺田先生の場合②「文法ずんずん」 

→SVOC、前置詞・不定詞などの役割について、ラップ調で唱えながら覚えていく。 

 

■NEW TREASURE 導入後の成果と現在の取り組み 

・ベネッセの模試で 50 位から１桁の順位に躍進。アドバンスト模試でも成績が大きく

伸びた（渋谷幕張と同レベルの成績に）。 

・茨城県のほかの一貫校も次々に NEW TREASURE を採用。 

・６年次生徒は、年次担当の英語科教員のご努力で 6 年次進級直後の春の英検までに既

に３０名が英検準１級を取得（１級取得者も）。 

・上位の生徒をさらに伸ばす。 

・下位の生徒でもセンターリスニングで７割を目指す。 

・リスニングだけでなく４技能を伸ばす授業、興味・関心を高める英語授業を継続的に

研究。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【第３部】 

【Stage1】NEW TREASURE を用いた Speaking 活動とその評価方法 

桐朋中学校・高等学校 鈴木 文也 先生 

 

■なぜNEW TREASUREを採択したのか (2017年度～) 

・コミュニケーション指導が充実（各Lessonのあとのactivity） 

→ReadやRead Plusなど、いろいろなパート学習へ発展させられるところが良い点だと思

う。 

・本文に出てくる例文が扱いやすい 

・読み物（Readパート）の素材が良質で知的 

・文法配列が適切 

・詳しい文法説明 、音声CDの用意 

・充実した周辺教材（Workbook、文法問題集） 

 

■校内でSpeaking活動を作る方針 

・6クラス (44人)を4人の教員が担当 

・英語の授業（週5コマ）のうち、1コマをJET-ALTとのチームティーチング(TT)とし、

Speakingを中心とした授業とする。 

・各学期の最初にJET-ALTと日本人教員でミーティング。各授業のTargetを決める。 

・具体的な活動はJET-ALTが作る。 

・授業配布プリントの例（※実例をみながら） 

→生徒がプリントにない他の表現を知りたくて質問してくるようになった。 

生徒の回答を黒板に投影してクラスの前で発表する活動へつなげる。 

 

■校内でSpeakingテストを作る方針 

・定期テスト(100点満点)のうち15点をSpeakingの点数とする。 

・Speakingテストの部分のみ、考査期間の1週間前に行う。 

・Speakingテストの作成はJET-ALT。日本人教員とミーティングを行い、最終版とする。 

・授業の活動とテストをリンクさせること。 

・採点はJET-ALTがおこなう。そのため、評価指標などは日本人教師と事前にすりあわせをし

っかりおこなっておく。 

・Speakingテスト当日はJET-ALTを2名呼んで、教室の外、前方と後方でテストを行う。 

・残りの生徒は教室内で自習。日本人教員は自習監督。 

・成績をつけて生徒の動機付けにする（そうしないと勉強しない）。 

・Speakingテストの例（※実際の音声を聞きながら） 

→中1はJET-ALTと1対1のインタビュー形式 (1人90秒)。 

→中2はCALL教室にて、生徒が読み上げた英文を録音して提出するSpeakingテストを実

施。10点。 

録音データを教師が回収して採点する。 



■今後の展望 

・中3のSpeakingテストをどのようにするか 

・活動と評価のリンク 

・生徒へのアンケート結果からも、コミュニケーション力を鍛えたい・スピーキング力を鍛え

たいという声が多かった。アウトプット、インタラクションを多く盛り込んだ授業を検討し

ていきたい。 

・NEW TREASUREならびにSpeaking活動の導入2年目なので、まだ明確な結果（効果）は分

からない。今後も継続して検証が必要。 

 

 

以上 


