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資格取得者数（2017年12月現在）

資格種類 人数

小学校英語準認定指導者資格 13,206名

小学校英語指導者資格 26,892名

小学校英語上級指導者資格 971名

小学校英語指導者育成
トレーナー

121名

総数 41,190名
(男性2,598名・女性38,592名)



■登録団体の状況について

2017年度 登録団体数

53

国内団体 42

海外団体 11

（2017年12月現在）
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■新カリへの切り替えについて

【導入時期】
2019年４月から新共通カリキュラム
（2018年4月開始を努力目標に）

【提出物】
企画書（30,000円）

【移行措置】
2017年以降、および2018年度に登録団

体の更新を迎える団体は更新手続きの際
に新カリ対応の企画書を提出する。

メールにて案内済
2017/7/18



■新カリへの切り替えについて

共通カリキュラム／目標 プログラム名（例示）

1．小学校英語（活動型・教科型）の目的と意義 講義 演習

　1 J-Shineの制度と理念

　2 小学校英語（活動型・教科型）の学習指導要領の理解

　3 中学校・高校の学習指導要領との関連

　4 小・中・高等学校の英語教育における連携と校種ごとに期待される役割

　5 多様な学校・児童のニーズへの対応の在り方

　6 小学校教育の理念と現状の理解

　7 異文化理解の視点

2．言語習得の理解 講義 演習

　1 第二言語習得理論の基礎

　2 発達心理学の基礎

　3 英語の音声・語彙・文法の基本的な知識

3．小学校英語（活動型）の指導法 講義 演習

　1 英語によるコミュニケーションの方法とその指導法

　2 英語活動のねらいと活動のあり方

　3 児童の認知・情緒発達に即した指導法

　4 学級担任と外部指導者のTTについての考察

　5 ことばへの気づきをもたらす指導

規準時間数

2時間以上 8時間以上 小学校英語（活動型）の基礎

言語習得の基礎3時間以上

5時間以上 小学校英語の理念

メールにて案内済
2017/7/18



4．小学校英語（教科型）の指導法 講義 演習

　1  小学生に適したリスニングの指導

　2  小学生に適したスピーキングの指導

　3  小学生に適したリーディングの指導

　4  小学生に適したライティングの指導

　5  小学生に適した技能統合型の活動

5．小学校英語（活動型・教科型）の授業計画 講義 演習

　1 年間指導計画・単元構成・1時間の授業構成の仕方、指導案の作成法

　2 中学年に適した様々な活動や題材の選定の仕方・教材開発の仕方

　3 高学年に適した様々な活動や題材の選定の仕方・教材開発の仕方

　4 ICT の活用の仕方

小学校英語（教科型）の基礎

4時間以上

講義時間分
の半分以内を
演習で行うこ

とも可

小学校英語の授業計画

2時間以上 8時間以上

■新カリへの切り替えについて
メールにて案内済

2017/7/18



■新カリへの切り替えについて

6．小学校英語（活動型・教科型）の指導技術 講義 演習

　1 Classroom EnglishとTeacher Talkの指導

　2 児童の発話の引き出し方・児童とのやりとりの進め方

　3 英語の基本的な語彙や表現に慣れ親しませる方法の指導

　4 英語によるやり取りの仕方の指導

　5 歌、マザーグース、チャンツの指導

　6 絵本指導、読み聞かせ指導

　7 文字言語の与え方、読む活動・書く活動への導き方

　8 発表活動の指導

7．小学校英語（活動型・教科型）における評価の観点と評価基準 講義 演習

　1 英語コミュニケーション活動への関心・意欲・態度の評価法

　2 英語コミュニケーションを図るための基礎的な理解力や表現力の評価

　3 言語や文化についての理解力の評価

　4 CAN-DOリスト形式の学習到達度目標と評価の在り方

　5 パフォーマンス評価の方法

合計時間 20時間 40時間

2時間以上

講義時間分
の半分以内を
演習で行うこ

とも可

小学校英語指の評価法

2時間以上 24時間以上 小学校英語の指導技術

メールにて案内済
2017/7/18
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2020年
学習指導要領

改定

はじめに（小学校英語の背景について）





◆5・6年生
現行の「外国語活動」

↓
「英語（教科）」へ

◆3・4年生「外国語活動」を導入

小学校英語が変わります



高校の英語教員に求められる英語力
⇒英検準1級

Goal → 50％

CEFRのB2レベル



英語力, 

44.3%

指導経験, 23.7%

教員免許, 7.2%

海外在住経験, 5.2%

その他, 19.6%

参考

Q 地域人材を採用している場合、募集条件で何を重視してい
ますか。（回答数/97市町村）

2017年J-SHINE実施の教育委員会訪問調査（集計途中より）



英語力(CEFRB２)を有する
指導者の英語力を証明する為、
新資格制度、
「小学校英語指導者⁺資格」
「小学校英語上級指導者⁺資格」

2018年度から導入

J-SHINEでは 情報解禁日
2018/1/5 13:00



小学校英語指導者⁺資格

小学校英語上級指導者⁺資格

新資格のご紹介 情報解禁日
2018/1/5 13:00

プラス



英語力

小学校英語準認定指導者資格

小学校英語指導者資格 小学校英語指導者⁺資格

小学校英語上級指導者⁺資格小学校英語上級指導者資格

小学校英語
指導者育成トレーナー

50時間

200時間

400時間

指導経験時間

ＮＥＷ！

CEFR B2

J-SHINE資格一覧 情報解禁日
2018/1/5 13:00



英語力

50時間

200時間

400時間

指導経験時間

CEFR B2

J-SHINE資格一覧 情報解禁日
2018/1/5 13:00



◆CEFRのB2以上の英語力をお持ちの指導者を
対象とし、「⁺（プラス）」を認定します。

◆対象とする資格は「小学校英語指導者資格」
および「小学校英語上級指導者資格」。

◆申請は「新規認定時」「資格更新時」「個別
切替時」のいずれかに受付。申請時に英語力の
成績証明書の提出（CEFR証明）を求めます。

指導者⁺とは 情報解禁日
2018/1/5 13:00



参考URL 英語4技能情報サイト
http://4skills.jp/qualification/comparison_cefr.html

英語力の認定（CEFR B2)について

CEFR 英検
TOEIC
L&R,
S&W

TOEFL
(iBT)

CAMB
RIDGE

IELTS TEAP
TEAP
(CBT)

B2
準１級
以上

1095以上 72以上
FCE以
上

5.5以上 334以上 600以上

必要
書類

合格証
明書

公式認定
証

スコア
レポー
ト※

Certific
ate 

Statem
ent of 

Results

成績証
明書

成績表
※

成績表
※

・申請時点で有効な証明書のみ受付とする。
（※印の資格は2年以内に発行された物に限る）

・いずれも原本の提出は不要で、コピーにて受付
・申請時に一度提出いただき、次回以降の更新時は提出不要。

情報解禁日
2018/1/5 13:00



受付開始
2018年4月1日認定から
（2018年2月末出願分から）

カード発行 2018年3月末頃から

費用 5,000円

申込先 願書出願時、登録団体へ

新規認定時の⁺申請について

願書見本

情報解禁日
2018/1/5 13:00



資格更新時の⁺切替申請について

受付開始 2018年1月から
（有効期限が2018年1月末以降の方が対象）

カード発行 2018年4月以降順次

費用 更新料の5,000円

申込先
J-SHINE事務局
（チェックリストで選択、更新書類と
共にCEFR証明書を同封）

チェックリスト見本

情報解禁日
2018/1/5 13:00



個別切替の⁺申請について

受付開始 2018年1月から受付

カード発行 2018年4月以降順次

費用
正資格⁺3,000円 上級⁺5,000円
（ただし、上級資格から上級⁺への切替は3,000
円）

申込先
J-SHINE事務局
（フォームから申し込み）

◆小学校英語指導者⁺への切り替え申請
http://urx.blue/Hn3C

◆小学校英語上級指導者⁺への切り替え申請
http://urx.blue/Hn3I

情報解禁日
2018/1/5 13:00



切り替えを希望する資格

指導者資格 指導者⁺資格 上級指導者資格 上級指導者⁺資格

現
在
お
持
ち
の
資
格

準認定
指導者
資格

・50時間証明書
・写真
・チェックリストA
もしくはB*

・50時間証明書
・写真
・チェックリストA
もしくはB*
・CEFR証明

・200時間証明書
・写真

・200時間証明書
・写真
・CEFR証明

指導者
資格

―

・チェックリストA
もしくはB*
・写真
・CEFR証明

・200時間証明書
・写真

・200時間証明書
・写真
・CEFR証明

指導者⁺
資格

― ― ―

・200時間証明書
・写真

上級
指導者
資格

― ― ―

・200時間証明書
・写真
・CEFR証明

*印は更新時の同時切替時のみ要提出。

手続きの必要書類 情報解禁日
2018/1/5 13:00



Copyright © 2017 特定非営利活動法人 小学校英語指導者認定協議会

J-SHINE資格証明書カードのリニューアル

※カードリニューアルに伴い、順次ID番号もリニューアル

A YY MM 0000 1234

資格種別ごとにアルファベットを分けて付与。
T：トレーナー、H：上級⁺、J：上級、R:正資格⁺、S：正資格、P：準資格

取得年度 取得月 全員固定 ユニーク

情報解禁日
2018/1/5 13:00
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■願書の改定について

①新資格証明書（カード）
印字のため、ローマ字の記
入欄を追加



■願書の改定について

②幣協議会ホームページへ
の公開希望項目確認を追
加。（これまで別送してい
たアンケートを廃止）



■願書の改定について

・2018年2月末の新規認定提出分より、再度改定予定。
（この説明会後に願書をメール送付予定）

・新規出願時に準資格・正資格・正資格⁺を選ぶ。
なお、新願書への改定が間に合わない場合、
準資格・正資格・正資格⁺を手書きしてください。

・願書は基本的には日本語で記入。
・また、エクセルのヘッドシートも改定予定。
（プルダウンに正資格⁺を追加）



J-SHINE事務局

登録団体

①登録団体から願書出願

②受理した願書数に応
じ、請求書発行
（翌月２０日、メール添付およ
び原本郵送）

③請求金額を支払い
（翌々月末まで）

例）
１１月末に出願した１月１日認定者の場合、12月20
日までにメールおよび、原本郵送にて請求書発行。
登録団体からの支払いは1月末日まで。

① ② ③

新規認定の請求について
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・2017年9月理事会にて承認
・2017年11月末の再推薦
（2017年12月末有効期限の更新者）から廃止とする。

■再推薦の廃止について

・指導者の資格更新時に登録団体が推薦する必要がな
くなり、更新希望者と事務局の直接やり取りで完結。
・これまで、登録団体経由で受けてた準資格→正資格
への切替申請も事務局で直接対応。



諸連絡事項



■諸連絡事項

１．メール連絡の精度向上のため、各団体の連絡先お
よび請求書送り先を確認させていただきます。
（後ほど配信するメールのフォームから団体ごとに登
録をお願いします）

２．個人情報保護の観点から、メールに添付するファ
イルにはパスワード設定を厳守してください。

３．願書はホチキスで止めずに、クリップ止めで。



質疑応答
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