
英語教授法認定資格と
英語教員向けの研修



2

英語の先生方に自信を深めていただくために

ケンブリッジの英語教授法認定資格とコース

サポート能力開発認定資格

私たちケンブリッジ大学英語検定機構(Cambridge Assessment English)は、英語教育のプロ
フェッショナルな旅を続けられる先生方のために、業界トップレベルの認定資格や専門能力の開発
および教材などのリソースを幅広く取り揃えています。

様々な教育の文脈で働かれている志高く自己研鑽を続けられる経験豊かな教員向けに、英語教授法認定資格とコー
スは設計されています。英語を教えるために欠かせない知識や指導スキルを磨き、自信を高めることに重点を置き、
パートタイムやフルタイムの対面トレーニングまたはオンライントレーニングで、小学生・中高生、成人の学習者に教え
ている先生方をサポートします。

専門能力開発
有料の専門能力開発コース、無料のリソースや教材などを提供することにより、先生方の専門的なスキル向上をサ
ポートします。これらすべてはフレームワークに基づいており、プロフェッショナルな英語教員への旅の地点や、今どこ
にいる必要があるのか、どのようにそこに到達するのかを見極めることができます。

英語教員へのサポート
ケンブリッジ英語検定(Cambridge English Qualifications)の問題作成者として、受検準備の生徒用教材を、先生方
のサポートのために特別に開発しています。また、英語を教えるすべての先生方にお使いいただける教材やリソース
も幅広く提供しています。

世界中の学校や政府機関、教育委員会とともに協力して、英語教員の能力開発をサポートすることにより、学習者が
持てる能力を発揮して成功する機会を最大限に提供していきます。
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ケンブリッジ認定資格が選ばれる理由

 

80%
英語教員と校長の80%が
ケンブリッジ英語検定が

指導水準の向上に
役立つと認めています。世界をリードする英語運用能力検定 

オーダーメイドの英語教員向け能力開発プログラム

国内の教育システムだけでなく、国際教育や英語学習における経験の豊かさでも比類のないケン
ブリッジは、学習成果の向上において世界中の政府機関、学校、先生方の信頼を得ています。ケン
ブリッジの認定資格は、キャリアのすべての段階において英語教員の資質基準として世界的に高く
評価されています。

教員の指導水準を高めるために政府機関や学校と協力します。ケンブリッジの様々な認定資格やコースを活用し、指
導水準がどのレベルにあるか確認したうえで向上させ、最終的には生徒の学習改善につながるよう、それぞれの状況
に合わせたプログラムを作成します。

成長の軌跡
ケンブリッジのティーチング・フレームワークは、先生方が英語教員としての専門的能力を段階的に高められるようサ
ポートするための枠組みです。このフレームワークは、指導者それぞれの能力や知識、スキルがケンブリッジの資格や
専門的能力の開発と照らしてどのレベルに位置するか、指導者の現在のレベルを確認するために役立つほか、必要
なレベルまで高めるための道筋を明確に示すことができます。

世界が認めた英語教授法認定資格 
世界各国の教育省や数千にのぼる企業・組織からの信頼と高評価を受けているケンブリッジの英語教授法認定資格
やコースは、これから教え始める先生方をサポートし、キャリア開発に貢献し、魅力ある素晴らしい雇用機会への扉を
開くのに役立つ、世界に通じる証となります。

グローバルに対応
毎年10万人以上がケンブリッジの英語教授法認定資格を取得し、5万校を超える学校の生徒がケンブリッジ英語検定
の各種試験の受検準備をしています。ケンブリッジは英語スキルを伸ばし、その証明をしたいと望む世界中の何百万
もの人々をサポートします。

ケンブリッジ英語検定は、厳密に設計された試験の幅広い研究開発で知ら
れています。各試験は継続的な進歩を促し、語学力を向上させるための明
確な道筋を示してくれます。教室での学習を強化し、学習者の人生のチャン
スを大きく広げてくれる4つの語学スキル（読むこと・書くこと・話すこと・聞くこと）を養成し、指導と学習にプ
ラスの影響を与えるように設計されています。どうすれば学習者の能力を伸ばせるか専門知識を有するケ
ンブリッジは、質の高い指導の必要性を重視します。



4

英語教員向け能力開発プログラムの実施に
向けて

• 教員の英語運用能力の向上

• 教員研修の体制構築

• 要望に応じた英語学習プログラムの実施

• 専門知識の評価

• 実践的な授業スキルの向上

英語のレベルを測定するためのテスト

CELT-Pコース CELT-Sコース

教育省や高等教育機関、学校とどのように協力しているか、具体例はこちらをご覧ください。 
cambridgeenglish.org/case-studies

英語教授法認定資格やコースは、以下の目的に役立てていただけます。

ケンブリッジの英語教員向け能力開発プログラムは、指導基準のベンチマークを行い、教室での指
導を向上させる機会を提供します。ケンブリッジの専門家は世界の学校、政府、行政機関と緊密に
協力しながら、先生方の指導スキルの把握や、状況に合わせたプログラムの作成を行い、教育の質
を高めるお手伝いをします。世界的に高く評価されている英語教授法認定資格やコース（P. 6、7、
10、11を参照）を活用し、プログラムを作成することも可能です。こうした資格やコースは単独で、あ
るいは組み合わせて取得・受講することが可能です。

本例では、先生方に適切なレベルの英語力があるかどうか、ケンブリッジの英語テストを受けていただ
いて確認したたうえで、教室での指導スキルを学ぶためのCELT-P/CELT-Sコースを受講していただき
ます。
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英語教員能力開発プログラムの実施についてのお問い合わせは：  
cambridgeenglish.org/schools-and-ministries/contact-us

英語力と指導知識を評価するためのベンチマーキングテスト

能力開発ルート2

英語力養成プログラム トレーナー養成コースを
受講・資格取得

英語力認定資格

能力開発ルート1
（英語のサポートが必要）

ほかの教員を指導CELT-P
コース

能力開発ルート3
（英語力、教室での指導ともに高レベル）

TKT
（オプション）

CELT-S
コース

こちらに挙げる例は、より総合的なプログラムについて示したものです。先生方はまずケンブリッジの 
英語テストと英語教授知識認定テスト（TKT）を受検します。その試験結果や指導力・経験のレベルに
よって受講するコースが異なります。

（英語力は優れている、教室指導でサポートが必要）
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小・中・高の教員向けの英語教授に関する資格 

TKT－Teaching Knowledge Test（英語教授知識認定テスト）

英語教授の原理原則を先生方が確実に身に付けて、実践できるようにする

CEFRレベル－B1以上

cambridgeenglish.org/tkt

教えるための英語コース（Language for Teaching）

教室での指導に必要な英語

CEFRレベル－A2～B2

cambridgeenglish.org/language-for-teaching

世界で50万人
以上の先生が
TKTの認定を
受けています。

ペルーで調査に
回答した先生の
9割が、英語力が
大幅に向上したと

感じています

義務教育段階の学習者を教える先生を対象としたコースでは、小学生や中高生を指導し、学習意欲
を高めるのに必要なスキルや知識に重点を置いています。

TKTは言語学習のプロセスで必要な文法や、なぜそうなるのかを示す要因など、専門領域について教員の英
語教授知識を問う試験で、フレキシブルに組み合わせて受けることが可能なモジュール制のテストです。準備
コースの受講または自主学習の後に受検していただけます。

世界中の教育省や学校が、教員の英語教授の知識を向上させるために5種類のモジュールがあるTKTを使用
しています。先生方の指導スキルを十分に把握するためのベンチマーキングの手段としてもTKTは活用されて
います。

英語力によって3つのレベルに分かれます。教員の一般英語の運用力を伸ばすとともに、指導者として必要な
専門的な指導言語を習得していきます。

このコースは、オンラインによる自主学習と対面学習を組み合わせたもので、比較的多くの先生方をトレーニ
ングするには費用対効果が高い方法です。



トレーナー養成コース（Train the Trainer）

教員研修の指導者としてのスキルを高める

CEFRレベル－B2以上

cambridgeenglish.org/train-the-trainer

CELT-P－小学校英語指導者用サーティフィケート
CELT-S－中学・高校英語指導者用サーティフィケート

小学校、中学・高校の先生の能力開発に必要な全てを備えたプログラム

CEFRレベル－B1以上

cambridgeenglish.org/celt-p

cambridgeenglish.org/celt-s CELT-P/Sを受講
したパナマの先生の
97％が、このコース

はお勧めだと
述べています。

パナマでトレーナー養成コースを終了した
先生の100％が、有意義な体験だったと

述べています。

この二つのコースは、先生方の英語教授に関する知識と教室での実践的なスキルを養成するためにつくられ
たもので、オンライン学習、対面でのワークショップ、評価を組み合わせたコースです。

英語教師の指導の質を高め、より高い学習成果をあげるために、ブラジル、イタリア、エクアドル、中国、日本、
サウジアラビアなど世界中で、各国の事情に合わせたプログラムが運用されています。

この実践的な短期集中コースは、研修コースを受講する先生の指導にあたり、フィードバックやサポートを行う
ために必要なトレーナーとしてのスキルを養成します。

このコースは、各国の学校や行政機関で、自国の先生方を対象とした研修プログラムを実施するために活
用されています。また、このコースを終了すると、CELT-P・CELT-Sコースを自分たちで実施できるようにな
ります。



8

ケーススタディ1

パナマ･ビリングエ（Panama Bilingue）－パナマ教育省

• 研修ニーズに合っていた。
• 指導状況に合わせて使いやすかった。
• 教師としてもっと自信を持てるようになった。

• 自分が教えている小学校または中学・高校の状況に
適していた。

• 研修コースで先生の指導にあたるトレーナーとして、
もっと自信を持てるようになった。

2015年、パナマ教育省は英語教育の水準を高
め、英語教師の数を増やすための全国プロジェ
クト「パナマ･ビリングエ」を立ち上げました。ケ
ンブリッジはパナマ教育省と連携協力し、教員
研修プログラムを実施しました。

プロジェクトの代表者は次のように述べています。
「ケンブリッジのアドバイザーと密接に連絡を取りなが
ら、パナマはCELT-PとCELT-Sを選びました。新しい技術
や方法を導入し、国内全体の英語教師の専門的能力を育
成するには、この二つの資格がよいと考えたのです。

さらに経験を積んだ小学校、中学・高校の先生方のため
に、トレーナー養成コースも導入することにしました。
トレーナー養成コースは2017年に実施されました。受講し
てトレーナー資格を取得した先生方が指導教員となり、パ
ナマ全土で500人の教師に研修コースを実施しています。

パナマ教育省は、長期目標を達成するため、現在もケン
ブリッジとの連携協力を続けています。現在、全国の教員
研修の水準を引き上げるため、教師の専門能力を継続的
に高めるプログラムを設置しているところです。」

2018年、パナマ･ビリングエ･プロジェクトの成果を
調べるため、研修を受けた先生方に対し、ケンブ リッ
ジでは調査を行いました。以下は先生方のコメント
です。

「素晴らしい体験でした。多くのことを学びました。そし
て、学んだことの全てを授業で実践しています。」

「中高生を教えるための新しい指導方法やテクニック
を学べて満足です。わたし自身も最新の知識を吸収で
きてよかったです。」

「このコースは知識を強化するための素晴らしい方法
です。新しく学んだテクニックを教室で応用して使って
います。」

さらに、CELT-PかCELT-Sのいずれかを受講した
186人の先生方を対象に調査を行いました。
9割以上が受講したコースについて以下のように
述べています。

トレーナー養成コース（Train the Trainer）の受講
対象者40人の先生方にも調査を行いました。
8割以上が次のように述べています。



「TKTのおかげで、英語教授法の知識の
基礎固めをすることができました。
テストの準備資料もよく考えられていて、
とても役に立つと思います。」
教師
TKTプロダクト･レビュー　2019年1月
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CELTA－英語を母語としない人に教えるための英語教授法サーティフィケート

最初に取得する教授法資格の決定版

若者や大人を教える先生のための
英語教授法資格

*資料：2017年11月から2018年1月までの27のELT国際産業雇用ウェブサイトで、
60カ国以上の英語教師（ELT）の求人広告600件を調査

Certificate in EMI Skills－教授言語としての英語スキルのサーティフィケート

英語で講義やセミナーを行う高等教育機関をサポート

CEFRレベル－B1以上

cambridgeenglish.org/emi-skills

cambridgeenglish.org/celta

英語教師の
求人広告の75％が、

採用条件として
CELTA資格を
必要だとして

います。*

メキシコでEMIコースを
受講した先生の86％が、

さらに自信を持って
指導できるように

なったと述べています。

CEFRレベル－C1以上

若者や大人に英語を教えるためのケンブリッジの教授法認定資格やコースは、高等教育機関や語
学センターで指導する先生方に必要なスキルや知識に焦点を合わせたものです。

この短期コースは、オンラインでの自主学習と対面指導を組み合わせたもので、英語で講義やセミナー、個別
指導を行う必要のある教員の方をサポートし、自信をもって指導できるようにすることが目的です。

英語指導の質を向上させ、トップクラスの教育をサポートするため、さまざまな教育機関がこの資格を活用し
ています。

CELTAは世界中で通用する資格です。直接受検して取得することも、オンライン学習と対面指導を組み合わせ
たコースを受講して取得することもできます。フルタイムで学ぶ短期集中コースとパートタイムで学ぶコースが
提供されています。

これから英語を教え始めるのに必要なスキル、知識、自信、実際にクラスで教える実践的体験などを学ぶこと
ができ、英語教師を職業とする人々の間で広く評価されている資格です。
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DELTA－英語を母語としない人に教えるための英語教授法ディプロマ 

英語教育を一段レベルアップするために

cambridgeenglish.org/delta

2009年以降、
25,000を超える
モジュールが

取得されています。

どの英語教授資格が適しているかお探しの場合は、以下のサイトをご覧ください。 
cambridgeenglish.org/teaching-english/schools-and-ministries

CEFRレベル－C1以上

経験豊かな先生方に専門能力を高める機会を提供する、理論と実践を合わせた上級コース
世界のトップレベルの雇用者（学校・企業など）が、教育管理部門や教員研修を行う職の採用条件として
DELTA資格を必要だとしています。
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ケーススタディ2

ニュー･オリエンタル･エデュケーション･アンド･テクノロジー･グループ

「TKTを選んだのは、TKTが世界に
認められた資格であり、ケンブリッジの
名前がクオリティの高さと直結している
からです。」

ニュー･オリエンタルは中国最大の教育サービ
ス企業で、英語学習を含む教育プログラムを幅
広く提供しています。

ニュー･オリエンタルの教育管理・開発センターでディレ
クターを務めるジョスリン・ワン氏が、ケンブリッジの英語教
授法認定資格やコースを同社がどのように活用してきた
か、どのようなメリットがあるかを説明してくれました。

「当社の先生方にケンブリッジ英語教授法認定資格を使
うようになってから20年近くになります。現在では、TKT、
CELTA、CELT-P、CELT-S、トレーナー養成コースを活用
していますが、DELTAもまもなく使い始める予定です。

「TKTを選んだのは、TKTが世界に認められた資格であ
り、ケンブリッジの名前がクオリティの高さと直結している
からです。

「専門能力を継続的に向上することのメリットを先生方に
認識してもらうのに、TKTは良いきっかけになります。今
では、教え始めて1年以内にTKTを取得することが、当社
の英語教師全員に義務付けられています。当社では、
TKTの受検準備対策として独自のプログラムを提供して
います。」

「当社の先生方にとって、TKTの次に目指すのはCELTA
です。当センターは最近CELTAの認定センターになりま
したが、その結果、当社はCELTAを柔軟に実施できるよう
になりました。つまり、研修のために当社の先生方を別の
認定センターへ派遣する必要がなくなったのです。また、
私どもではCELT-PとCELT-Sを活用して、小学生や中
学・高校生に教えている先生方に適した能力開発を提供
しています。

「教育サービスを提供するニュー･オリエンタルにとって、
能 力 開 発 の 重 要 性 はますます 高まってきています 。
Cambridge English教授フレームワークは、当社の専門
能力養成の枠組みの中に無理なく収まっています。ケン
ブリッジ英語教授法認定資格は、当社が独自に開発して
きた専門能力養成プログラムと併せて、大きな効果を発
揮しています。」



教師としての専門的能力の開発

Cambridge English教授フレームワーク

専門家のサポート

cambridgeenglish.org/teaching-framework

cambridgeenglish.org/teaching-english/professional-development

経験の有無、深さや研修のレベルに関わらず、先生方の教師としてのスキルの開発をお手伝いする
ために、ケンブリッジでは研修やサポートを幅広く提供しています。

ケンブリッジで人気のセミナー、オンラインセミナー（ウェビナー）、フェイスブックのライブセッションには、世界中から何
千人もの先生が参加しています。こうしたセミナーでは、英語教授や英語学習について最新の知識を吸収する機会や、ケ
ンブリッジの各種資格について最新情報をお知らせする機会を提供しています。

ケンブリッジの「Cambridge English教授フレームワーク」は、ケンブリッジが提供するすべての英語教授認定資格の基
盤となるものであり、新任から経験豊かな先生まで、あらゆる段階で教師の専門的能力の開発育成をサポートするもの
です。
このフレームワークでは、英語教師としての成長を基礎段階から専門家段階に至るまで4つの段階に分け、指導のための
知識やスキルを5つのカテゴリーに分類しています。そのため、先生方は自分が現在どの段階にいるか容易に確認でき、
次の段階に進むための計画も簡単に立てることができます。

ケンブリッジの有料コース、無料のリソース、オンライン･ツールなどは、継続的に専門能力を育成する戦略の一環
として、スクールリーダー（学校の管理職の方々）や教職員の方々により共同で、あるいは先生方個人でお使いいた
だけます。



ソーシャルメディア

無料教材

教師と学習者へのサポート

ケンブリッジは英語教師としての成長をあらゆる段階でサポートしています。効果的な授業をする
ために必要なスキルや自信を高めるお手伝いをするとともに、先生方の能力を証明する各種の資
格を発行しています。

先生方の指導力が向上するようお手伝いをするとともに、どのレベルの生徒でも意欲を持って楽しく学習に取り組めるよ
うにするために、さまざまな教材を用意しています。ケンブリッジ英語検定を受検する生徒のための教材もあれば、すべて
の先生方にお使いいただける一般的な教材もご用意しています。

Cambridge English Teachingのフェイスブックのページには、学習のヒント、アクティビティ、
ビデオなど無料のマテリアルがたくさん掲載されています。世界中の先生とフェイスブックを通
じてつながり、共に学び、アイデアや経験を分かち合うことができます。

ケンブリッジが提供する各種英語テストについて、受検する生徒のための指導用教材を幅広
く提供しています。授業計画、教室でのアクティビティ、試験問題のサンプル、教師用手引きな
ど、すべての資料は無料でダウンロードできます。ケンブリッジが毎月発行している無料の
ニュースレターには、各種のお知らせ、指導のアドバイス、先生方が教室で使えるアクティビ
ティや試験準備のアイデアなどが満載されています。



コンサルティング

ケンブリッジの専門知識

ケンブリッジのサポート

ケンブリッジのサービス

質の高い英語教育を開発するためのケンブリッジのサポートについて、詳しくは以下のサイトをご覧ください。
cambridgeenglish.org/consultancy/teacher-development 

教師の能力開発プログラム以外にも、ケンブリッジは世界中の学校、各国の教育省や行政機関と連携し、クオリティ
の高い英語教育の実現をサポートしています。世界でも有数の幅広い英語検定試験から、指導スキルや指導力の
開発・強化まで、英語教育に一貫した姿勢で取り組むケンブリッジの活動は、言語学習、評価、指導全てに及んでい
ます。

ケンブリッジでは、教師の能力開発方針や能力開発の実施、教師の語学力や教授法の知識の評価、教員研修を行う能力
の育成、カリキュラムの活用方法に関する教員研修などのプロジェクトについて、アドバイスとサポートを行います。
業界トップレベルのケンブリッジの評価サービスは、お客様の学校や企業のシステムに無理なく取り込まれ、学習成果の
向上、教育目標の達成、国際基準の達成を実現します。

お客様の機関のご協力のもと、英語教授や学習、評価において何が必要かというニーズを把握し、ケンブリッジが持つ知
識とスキルをそれぞれの状況に合わせて適用するカスタムメイド方式をご提案しています。
さらに、お客様の機関の現在のカリキュラムやシラバス、教育課程の概要について評価を行い、教育水準や学習レベルを
引き上げるための方法として、教師の語学力、実践的な指導スキル、デジタル技能、評価リテラシーなどの向上について、
具体的な方法をご提示します。
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力を合わせ
英語学習者の上達への意欲を
高めます

Together we inspire
learners to go
further 

さらに詳しい情報や、ケンブリッジのコンサルティング･チームとご相談を
ご希望の場合は、以下のウェブサイトをご覧ください。

cambridgeenglish.org/teaching-english/schools-and-ministries

ケンブリッジ大学英語検定機構

ケンブリッジ大学英語検定に関する具体的な情報
• 評価テストの受検数は年間550万件

• 試験センターは130カ国、2,800カ所に所在

• オフィスは世界の27カ所に設置

• 英語力評価を1913年から提供

• 各種の英語教授法認定資格を1988年から提供

ケンブリッジ大学の一部門であり、世界各国の行政
機関や政府と連携し、各国の規定の範囲内で優れた
教育成果を実現します。

ケンブリッジ大学の一部門であるケンブリッジ大学英語検定
機構（Cambridge Assessment English）は、大勢の方々の英
語学習をお手伝いし、学習者の英語力を世界に証明してい
ます。

英語を学ぶということは単に試験を受ける、良い成績を収め
るというだけはありません。自信を持ってコミュニケーション
すること、生涯にわたり経験を深め多くのチャンスに巡り合う
ためのパスポートを手にするということです。

適切なサポートがあれば、外国語を学ぶ道のりは楽しいもの
となります。ケンブリッジ大学英語検定機構はあらゆる面で
学習をお手伝いします。


