
マグロ TV 用 【まいける教授の わかる（＾０＾）！英語講座】 

―【 CLIL (内容言語統合型学習) 】で学ぶ、21世紀・令和型 英語学習 ― 

【初級編】 

 

（１）【速読・速聴】講座： 

 

あら！？すらすらと、英語が読める！聴ける！（＾０＾） 

★ これができれば、あなたも、英語がより得意に＾０＾ 

同時に「眼」と「脳」が鍛えられる！ 

                   －【対象】中学生 以上  

  

（２）まいける教授の【すらすら英会話】（超基本編）（＾０＾） 

 

   すごい！ 英語って、中学英語で、話せるンだあー（＾０＾） 

★ 日常英会話は、このような中学英熟語１００個以内で、かなり話せます＾０＾ 

この 100個を覚えれば、英会話は通じます＾０＾ 

 －【対象】中学生 以上   

 

（３）まいける教授の【すらすら英会話】（応用編） 

 

   すごい！ このフレーズも覚えれば、英語って、もっと話せるンだあー（＾０＾） 

★ 日常英会話は「超基本編」に加えて、このような日常会話によく出てくる表現 

１００個以内で、さらにカジュアルに話せます＾０＾ 

「超基本編」と「応用編」の合計 200個を覚えれば、英会話はかなり深まります＾０＾ 

 －【対象】高校生 以上   

 

 

（４）「英語の歌で学ぼう！「新型コロナ問題(COVID-19)」         CLIL:英語＋社会問題 

 

え！？あの英語の歌で、楽しみながら「新型コロナ問題」が学べる！？（＾０＾） 

★ 2019年末より世界を席巻した【新型コロナ問題（COVID-19 ）】。 

正しく知って、正しく恐れましょう。 

   この歌で学べば、コロナ問題も楽しくなります （＾０＾） 

－【対象】 高校生 以上  

 

（５）芸能問題で学ぶ【形容詞】」：                           CLIL:英語＋人間学＋芸能界 

 

  「異性」に対して、英語を通じて、他者よりも一歩リード！＾＾ 

（＊ 2014年５月：「栃木県 NIE実践集」に掲載された実践授業） 

★かなりやわらかな題材とはなっていますが、 

「形容詞」の持つ意味合いを捉えた実践です。 

                   －【対象】 中学３年生 以上  



   

【中級編】 

 

（１） 英語で学ぶ【日本文化：四字熟語】：              CLIL：英語＋日本文化学 

 

「日本国文化」を、英語の視点から見直してみよう＾＾ 

（＊ 2014年５月：「栃木県 NIE実践集」に掲載された実践授業） 

★「日本文化」と「英語教育」とを融合させた、CLILに合致する実践です。 

                   －【対象】 高校生 以上  

 

（２）「４コママンガ」を用いての、英語授業での活用：  

－【コボちゃん】から【ののちゃん】まで－：     CLIL：英語＋社会学＋マンガ学 

    

すごい！ 新聞の４コマ漫画で、楽しみながら、英語が学べる！？（＾０＾） 

★「４コママンガ」を用いながら、そのセリフや内容を元にして、 

  コミュニケーションや社会背景までを同時に学ばせた実践となります。 

     新聞の「４コママンガ」を用います。 

－【対象】高校生 以上  

 

（３）「絵本セラピー」：英語による「絵本セラピー」 

(絵本を用いての心理療法)の実践              CLIL：英語＋心理学＋国語 

 

え！？あの絵本で、楽しみながら、英語が学べて、 

ほっこり気分になれる！？（＾０＾） 

（＊ 2013年７月：大東文化大学 大学院講座内にて行われた実践授業） 

（説明：ALL English）  

                 ― 【対象】 中学生 以上（Workshop形式） 

   

（４）「童謡メンタルセラピー」：英語による「童謡メンタルセラピー」 

(童謡を用いての心理療法)の実践              CLIL：英語＋心理学＋音楽 

 

え！？あの童謡で、楽しみながら、英語が学べて、 

ほっこり気分になれる！？（＾０＾） 

（＊ 2016年５，７月：熊本・益城町のボランティア活動内・ 

              西日本 公立大学公開講座内にて行われた実践授業） 

（説明：ALL English）  

                 ― 【対象】 高校生 以上（Workshop形式） 

   

 

 

 

 

 

 



 

【上級編】 

 

（１）「英語で学ぼう！「新型コロナ問題(COVID-19)」  

                          CLIL：英語＋医学＋社会学 

   英語の題材で、マジメに読みながら「新型コロナ問題」が学べる！ 

★ 2019年末より世界を席巻した【新型コロナ問題（COVID-19 ）】。 

正しく知って、正しく恐れましょう。 

   英字新聞と日本語の新聞で学べば、コロナ問題も、より深くなります。 

－【対象】 大学生 以上  

 

（２） 英語で学ぶ【労働問題】」 

                     CLIL：英語＋社会学＋倫理学＋音楽＋国語 

   「ももクロ」＆「岡林信康」の曲から「労働問題」へ！ 

  ★「正規 vs非正規雇用者」＋「音楽による応援」（CLIL） 

   （＊ 2014年 3月： グアム大学における学会にて発表 （ALL English）、 

2014年５月： 栃木県 NIE実践集にて掲載された実践授業 ） 

－【対象】 高校生 以上  

 

（３） 英語で学ぶ【金融問題】」 

CLIL：英語＋社会学＋倫理学 

 「円高・円安」「クレジットカード詐欺」「不動産（投資）」「株価高安」を英語で学ぼう！ 

（＊ 2015年５月：朝日新聞にて掲載された実践授業） 

★取材に来られた朝日新聞記者 談： 

「【山西准教授（当時）は、日本の英語教育界のマイケル・サンデル教授 

（ハーバード大学「白熱授業」担当教授）である】 

－ 「金融＋財政状況＋英語教育」の融合性を兼ね備えた実践 

－【対象】 高校生 以上  

 

（４）「認知・学習心理学」から斬り込む「４者択一方式試験」 

― マル秘解法テクニック！：【まいけるマジック】        CLIL：英語＋心理学 

 

・「英検」      ：あらフシギ！あっと言う間に、得点大幅アップ＾０＾ 

・「センター試験英語」：10回の受講で、60 点が【１６０点】に！ 

・「TOEIC」      ：最低３ヶ月で、最大【２００点】アップ！！  ＾０＾ 

★ 【講演実践校】2010年  三重県日生学園第一高校 

2014年 千葉県公立高校 

2016年 北海道札幌開成中等教育学校 

         2017年 鳥取県私塾協会 

2018年 北海道釧路江南高校、釧路明輝高校  

          2019年 北海道石狩南高校 

 

―【対象】中学生 以上 ・教員 対象 （一番人気） 

 



 

（５） 英語による国会議員選挙（衆議院・参議院）投票 指導 

CLIL：英語＋社会学＋倫理学＋政治学 

 英語で学ぶ「国政選挙」：究極の【英会話】（国政による公約）を体験しよう！ 

（＊ 2000年 10月：北嶺高校（国公立大医学部 現役合格率 日本一） 

2017年 10月：西日本 公立大学 （朝日新聞社が取材） 

2019年  7月：東日本 公立大学         にて行われた指導実践 

 

（＊ 2017年 11月：日本 NIE学会 

2019年 11月：長野県教育研究集会  にて 実践発表） 

ー【対象】高校生 以上・教員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【超上級編】 

 

（１）英語による DEBATE 指導 

                    CLIL：英語＋表現 

  （＊ 2017年 10月：鳥取県倉吉東高校英語教員対象に行われた指導実践） 

   ＊ 倉吉東高校： 国公立大学現役合格者数 １２０余名/200人 

 

ー 【対象】高校生 以上 ・教員 対象 

 

（２）TOEICの効果的な得点獲得方法 

CLIL：英語＋心理楽 

   受講わずか３か月で、得点大幅アップ！究極２５０点上昇！！・９９０（満点）獲得！！ 

（＊ 2017年９月・2018年９月：鳥取県高校英語教育研究大会・基調講演、 

栃木県民・鳥取県民向け公開講座にて行われた指導実践 

認知・学習心理学に基づいた、画期的な手法 

 ー 【対象】 大学生 以上 ・教員  

 

（３） 

【英検１級】 

【TOEFL PBT600 点】 

【TOEIC L&W950 点】 

以上を取るための 

英語学習方法 
＊上記の資格を目指す 教員・社会人 対象           CLIL：英語＋心理学 

＊2013 年 11 月 ： 大阪大学 大学院 での委嘱講演 兼 実践授業 



まいける教授：プロフィール 

 

北海道生まれ・大学教授 

専門：言語社会学・ENIE（英字新聞活用教育）・ 

   CLIL（内容言語統合型学習）・認知、学習心理学 

   英語教育学・辞書学 

 

アメリカ・大学院修了（MA）/ 大阪大学大学院博士後期課程 

 

【主な 著 書】      総計 64冊・種類 

「国公立・私立大学 入試問題正解」（旺文社）・「赤本」（教学社） 

「GENIUS英和大辞典・同 和英辞典（第 2版）（大修館書店）他 

（ ＊「Pokemon」・「Channel 2」 辞書への記載者 ）  

【実 績】 

１．私立中高教員として を始めとして、 

「東京大・京都大・北海道大・国公立医大・早稲田大・慶応義塾大」に数々の合格者を輩出。 

 

２．私立高校にて、開校以来初の東京大、２人目の京都大、国立大医学部への合格輩出請負人。 

 

３．認知・学習心理学を駆使した 

「センター試験 心理学的アプローチ 攻略方法（まいける・マジック）」 を確立し、 

半年で１００点上昇させ、志望大学合格、６０点上昇させ、国立医科大学合格、 

最高獲得点２００（満点） 輩出。 

 

４．高等教育教員就任以降 

「TOEIC」半年で、受講生成績平均 135点上昇、最点高伸長得点 250点上昇、 

最高獲得得点９９０（満点）。 

 

５．英語資格試験面接委員・海外留学生面接委員 歴任。 



  （主な著書） 

【エピソード】 

 

・中学時代、英語は苦手。 

・中 1時代：和文英訳：「私はテレビを見ます」―【I am TV.】^^;  

      先生    ：「am, is, are は、ビー動詞です。」  

     生徒まいける：「先生、じゃあ A動詞、C動詞ってなんですか？」 

  先生    ：「・・・・。」 

・高校入学順位：ほぼ びり （４２８位 /４５０人中） 出身中学から：23 位/２３人中 

 

・大学：現役不合格 ・一浪後、第２志望で合格 

 

・大学生時代：【日本徒歩縦断】（北海道―稚内）       完遂 

 

・日本国内： 全４７都道府県 ・ 海外：３９ヶ国・地域  放浪 

 

・北朝鮮、３回訪問   

座右の銘：・【人は悲しみが多いほど、人には優しくできるのだから】 

( 武田鉄矢「贈る言葉」) 

・【日本のどこかに、私を待ってる人がいる】 

（谷村新司「いい日旅立ち」） 

・【暗いと不平を言うよりも、すすんで明かりをつけよう】 

（ James Hyatt 司祭 ) 

 

 

 

 

       
 

 

 

       
 

計 英語辞典            8 冊 

              計 英語関連（学術書）  14冊 

  （一般書・問題集）   30種類 

                    計  学会・研究会発表 

                      委嘱講演    延べ 100回 以上 



           

＜ 参考：取材新聞記事 ＞ （＊掲載不可） 

英語の授業に金融教育導入 

小山高専の山西准教授 

1 月 24 日  栃木県・下野新聞 朝刊 

 

 【小山】経済の仕組みや消費生活に関する内容を授業に取り入れる「金融教育研究校」に小山高専が

委嘱され、山西敏博同校准教授が詐欺の対処法などと関連づけて英語の授業を行っている。研究校の 

高専への委嘱は、県内はもとより、国内でも初めて。 

 研究校は、各都道府県の金融広報委員会が委嘱。幼稚園から高校まで全国の約１２０校がプログラム

に基づいて金融教育を行っている。 

 山西准教授は、悪質商法に関する資料の読解や実際のクレジットカードを使った英会話などを通し

て授業を実施。また、グループごとに学生主体で授業する時間を設けており、新たに金融もテーマに 

加えた。（下に続く） 

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/region/news/20150124/1849934 

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/region/news/20150124/1849934
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/region/news/20150124/1849934/articleimage


 



栃木） 英語で金融学ぶ公開授業  ２１日、小山高専  

佐藤太郎  

朝日新聞  2015 年 5 月 21 日 03 時 00 分  

英語のやりとりが大半の山西敏博准教授の授業＝小山高専 

 

 小山市の小山工業高等専門学校で、技術者養成にとどまらない英語の授業が行われている。英字新聞や

英字週刊誌を使い、時事問題や社会問題を考えていこうという試みだ。２１日午前９時半から同校講義棟２階

ＬＬ教室で「金融」をテーマに公開授業を行う。 

 電気情報工学科で１９日にあった「英語表現Ⅱ」の授業。約３０人の４年生が、資料や英字新聞の コピーを

もとに円高、アベノミクスについて考えた。関連単語や文法の習得だけでなく、２人１組で   「どうしてそういう

状況が生まれたのか」「なぜそう考えるのか」などと英語でやりとりした。 

 「技術に強い技術者は多いが、経済がわかる技術者や英語がわかる技術者はそういない。社会に通用する

技術者に育ってほしい」。同校一般科の山西敏博准教授（言語社会学）が授業の最後に 呼びかけた。 

 カナダのクイーンズ大学などで英語教育の研修を受け、英語に関する著書も多い山西准教授は、 新聞を 

活用しての授業（ＮＩＥ）の大切さを説き、そのＮＩＥに英語（ＥＮＧＬＩＳＨ）のＥを文頭につけた  「ＥＮＩＥ実践」を 

２８年前から続けている。電気情報工学科や機械工学科などすべての学科で行っている。 

 ２１日の公開授業は、金融について広報活動をしている県金融広報委員会から「金融教育研究校」に委嘱 

されたのを受け、ＥＮＩＥをミックスした形で英語を通じた不動産事情を学ぶ授業が行われる。 

 当日は金融関係者が見学予定だが、山西さんは「ぜひ教育関係者ものぞいてみてください」と話している。

（佐藤太郎） 

http://digital.asahi.com/articles/photo/AS20150520003427.html 

 

 

 

 

 

 

http://digital.asahi.com/articles/photo/AS20150520003427.html
http://www.asahi.com/topics/word/小山市.html
http://www.asahi.com/topics/word/情報工学.html
http://www.asahi.com/topics/word/アベノミクス.html
http://www.asahi.com/topics/word/カナダ.html
http://www.asahi.com/topics/word/英語教育.html
http://www.asahi.com/topics/word/情報工学.html
http://www.asahi.com/topics/word/金融教育.html
http://digital.asahi.com/articles/photo/AS20150520003427.html
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英語でも効果あり 「童謡メンタルセラピー」 

 公立鳥取環境大（鳥取市）の山西敏博教授（５２）＝言語社会学、認知心理学＝が提唱する「童謡メンタル 

セラピー」が、キャンパス内の英語学習ルーム「英語村」で行われた。約４０人の生徒や一般市民が参加。  

海外の童謡を題材に英語で行われるセラピーの効果を試した。 

童謡メンタルセラピーを実践する学生たち  

 童謡メンタルセラピーは、童謡や唱歌を聴き歌うことをきっかけに、思い出を振り返ったり自身を 

見つめたりしながら、癒やしを得る手法。山西教授は熊本地震発生後、熊本県益城町で避難者に 

実践。県内での普及にも努めている。 

 この日のセラピーは英語村の月間アクティビティーの一つとして行われた。山西教授は、セラピーの内容や

熊本で取り組んだ様子を説明。さっそく実践に移り、参加者は「線路は続くよ どこまでも」  「キラキラ星」など

を静かに聴き、「あなたの生まれ育った場所の自慢」「あなたが考える輝かしい未来は」など山西教授から  

投げ掛けられたテーマについて話し合った。 

 高見真由さん（１９）＝経営学部２年＝は「英語の童謡にも癒やされる感覚はあった。自分の故郷について 

改めて考えられたのがよかった」と話した。（中西理恵） 

http://www.nnn.co.jp/news/160714/20160714057.html 

避難者ほぐす 童謡セラピー 

2016 年 11 月 18 日 朝日新聞 鳥取版 

倉吉市立成徳小学校（仲ノ町）の体育館に開設されている避難所では 16 日、公立鳥取環境大学（鳥取市）の 

山西敏博教授(52)＝英語教育学＝が童謡を聴いたり歌ったりする「童謡メンタルセラピー」を開き、避難者の 

心を和ませた。 

 参加者は 5 人。山西教授と一緒に「もみじ」「ふるさと」など８曲を歌い、現在の生活に対する不安などを語り合った。

西村邦枝さん（64）は「避難者が少しずつ減る中、先が見えない不安を感じていた。懐かしい歌を歌って、ホッとしました。」

山西教授は「古き良き記憶を思い出してもらい、前向きな気持ちになってもらえれば」と話した。 

 

朝日新聞 2016.11.18(金) 鳥取版 p.27  

 

http://www.nnn.co.jp/news/160714/20160714057.html

