
PHOENIX
Academy

INSTITUTE FOR 
TEACHING 
EXCELLENCE

Good Teaching By Design

現代的で 
実践的な 
トレーニング 
スキルと戦略

革新的なTESOLと 
高等教育の指導

Perth, Australia



はじめに

フェニックスアカデミーの インスティテュート・フォー・ティーチング・エクセレン
ス(ITE) は西オーストラリア州で最大の英語ESOL 教員トレーニングセンターで、オーストラリアに4カ所ある最も有名
なセンターの1つです。フェニックスの非常に高い資格を持つ経験豊富な教員指導者のチームと、パースにある多くの
大学の非常勤の客員教授が、世界各国の教員の皆様にカスタマイズされたコースをお届けします。 

フェニックスは教師トレーニングにおいて優れたセンターとみなされています。その理念は常に教員採用後の教員トレ
ーニングの能力基準を引き上げてきました。その結果、フェニックスの名は、教授法教育の「品質」と「ベストプラクテ
ィス」と同じ意味を持つようになりました。

主な特長と機能 
  ケンブリッジ大学の認定教師トレーニングセンター  

  キャンパス内にある教授ラボ 

  教室内のEテクノロジーを含む最新の指導方法 (組み合わせて提供) 

  レッスン計画とシラバスの作成 

  スピーキングトリスニングスキルの指導、コミュニケーション/生徒中心の教室、教室内での実物教材の使用、発音
の指導、ビジネス英語の指導 

  形成的能力に基づく評価 

  ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)でのトレーニング評価スキーム

  全コースで口頭および書面でのフィードバックが提供される、教育実習と観察セッション 

  反転授業で差別化を図る

  成績表と能力認定書 

  フェニックス・オンライン・ポータルで利用可能なフォローアップ専門開発プログラム 

  オーストラリア、母国、あるいはその両方を組み合わせた指導が可能 

  出迎え、キャンパス内の寮またはオーストラリア人家族のホームステイ先、週末の観光アクティビティを含む完全な
パッケージプログラム



1989年に設立されたフェニックスアカデミーは、オーストラリアでも有数の専門トレ
ーニング機関の1つです。都市中心部から数分の所にある広く静かなガーデンキャンパ
スのあるフェニックスは、国際色豊かで活気あふれる雰囲気で有名です。同アカデミー

は29年以上にもわたり、教師採用前、採用後の教員を対象に質の高いトレーニングを提供してきました。コースはすべて、経
験豊富な高等教育のトレーナーが準備し、専門家が提供しています。全コースで力を入れている点は、現代的で実践的な指
導技術と戦略です。フェニックスアカデミーは、ケンブリッジ大学認定済みの教員トレーニングセンターで、西オーストラリア
州内でDELTAレベルのトレーニングを行う唯一のセンターです。

フェニックス・トレーニングチーム
専門トレーニング学部

ITEの戦略パートナーは、西オーストラリア大学、教育大学院(UWA)です。この教育大学院
は、100年以上も何百名もの教育学の大学院生を指導してきました。その多くが一流の学者
や国際的な研究者、生徒を感化する優れた教師となっています。 

UWAは「グループ・オブ・エイト」のメンバーであり、研究と高等教育におけるリーダーとして国際的に認められていま
す。UWAは、2018年度QS世界大学ランキング®で世界大93位の大学としてランキングされています。 

最近終了したトレーニングプロジェクトには、パース(2017)で行われた50名の教員と校長を対象とする、6か月間のサウジア
ラビアでの主要トレーニングプログラムや、英語、理科、数学の教師と校長に、教員採用後の高品質なトレーニングを提供す
るために、中国、杭州市と締結している3年間の戦略提携などがあります。

Leanne Everett   
MBA、TESOLサーティフィケート 
校長
研究内容: コンプライアンス、教育の品質保証、学生
の学習指導、学生の福祉 

Sandra Houghton   
BA、DELTA 
研究所長、上級教員トレーナー 
研究内容: ブレンド型学習、専門開発、カリキュラム
作成、リソース開発、音声学 

Daniela Multari-Cugola   
BA、CELTA、DELTA 
上級トレーナー 
研究内容: 教員教育、企業トレーニング、特定目的の
ための英語 
専門教員トレーナー: ビジネス英語、若い学習者の
ための指導、マクロスキルを使用した指導、レッスン
計画とシラバスの作成 

Helen Trenos博士 
BA、教育学修士、PhD
上級教員トレーナー 
研究内容: 言語、話し言葉による表現能力、コミュニ
ケーション授業、可視化された学習 

Lindsay Kropp   
BA、DELTA 
上級教員トレーナー
研究内容: 学術英語、デジタル・リテラシー/言語学
習、技術、メンタリング 

Robynne Walsh  
教育学士、教育修士(TESOL)、TAEディプロマ、FAIM 
プロジェクトマネージャー
研究内容: 共同学習、アカデミック英語/パスウェイ
プログラム、品質保証、雇用可能性、ASEAN 
専門教員トレーナー: 学生中心の学習、共同作業グ
ループ、学習スタイル

Mark Pegrum博士 
BA、PhD、DELTA
教育学大学院、准教授
研究内容: Eラーニング、ソーシャルメディア、デジタ
ル・リテラシー、モバイル学習、アカデミック英語  

Thomas O’Donoghue教授 
BA NCEA、教育学修士トリニティ(ダブリン)、MA 
PhD NUI 
UWA 教育大学院、教授
研究内容: 一般カリキュラム理論 (カリキュラムコン
テキスト、デザイン、開発、イノベーション、評価関
連)、各種の困難な状況における指導力の応用を含
む。25作以上の教育関連の著作の著者。 

Helen Wildy教授 
BA、教育学ディプロマ、教育学学士、教育学修士、 
PhD  
UWA教育大学院学部長
研究内容: 初等教育学校での成績指標(PIPS)、学校
での成績向上、幼児の読み書き能力と計算能力、
ベンチマーキング、学校改革からの学習、校長の基
準の評価

Grace Oakley博士 
教育学グラジュエイトディプロマ、教育学修士、PhD  
教育大学院、准教授   
研究内容: 幼年期と初等教育での言語と読み書き
能力、教育でのICTの使用、読解能力、カリキュラム
全体にわたる読み書き能力と高等教育でのイノベ
ーション  



ケンブリッジ教員トレーニング

成人対象の英語教育ディプロマ (DELTA) 
DELTAは高いレベルの教員トレーニングコースで、教員トレーニング、教育管理、ある
いは研究でのキャリア開発を希望する、指導経験のあるTESOL教員を対象としていま
す。DELTAは３つのモジュールで構成されたモジュール式で提供しています。単独でも共
同でも勉強することが可能です。 

英語を第二言語とする学生向けの英語教授法(CELTA)   
CELTAは、最も人気のあるケンブリッジ大学TESOL 教員トレーニング資格で、TESOLの教
師志望者を対象に作成されています。CELTAはオーストラリアや海外でTESOLを教えたい
と希望する人々に最も必要とされる資格です。モジュールは６つあり、すべてコースの合計
フレームワークの中で教えられます。

利用できる他のケンブリッジプログラム
TKT  - 教員知識試験
CELT-P  - 英語教授法サーティフィケート – 初等教育
CELT-S  - 英語教授法サーティフィケート – 中等教育
EMI スキル   - 高等教育のための教授手段としての英語

サーティフィケート/
IELTS 
A1/1.0 初心者

A1+/2.0

A2/3.0 準中級

A2+/4.0

B1/4.0 中級 

B1+/5.0

B2/5.5 中級上

B2+/6.0

C1/6.5 上級

C1+/7

C2/7.5+ 専門

フェニック
スTESOLサー
ティフィケー
ト、TKT

CELT 
PあるいはS

CELTA

DELTA

訓練 
教師TAE

EMI 
スキル 
(H. Ed) 

カスタマイズされ
た教員トレーニン
グプログラム  

• 初等教育
• 中等教育
• 成人
• リーダーシップ
• 能力構築

高等教育トレーニ
ングプログラム

* 教員経験が必須(教師採用後) 
** オフショア限定

教員教育プログラム

CEFR = ヨーロッパ言語共通参照枠（世界規模）

**

*

*

*



TESOLの方法論
• 共同学習 – グループ作業を通じて生徒中心のアプローチをどの

ように開発するか 
• 第二言語の習得 – その背後にある理論とは? 
• ESL学習プロセスとESL方法論
• システムアプロ―チ: 文法（時制）– ARCモデル ‒ 生成モデルの

教授方法
• ESLの教室での評価と評価作業 – 評価コーパスにヨーロッパ言

語共通参照枠(CEFR)を統合 
• 音声学と発音 – 音標文字
• 語彙の指導 – 語彙の拡大の重要性を研究する 
• コンテンツベースの指導 – 英語プログラム、CLIL 

• 特定目的のための英語 ‒ 資源業界、医療、漁業、銀行と金融、
ホテル業界のための英語 

• 言語の読み書き能力と数字(LLN) 

TESOL以外の方法論
• 海外の学校での 初等教育/中等教育/高等教育でのベストプラ

クティス 
• 反省的指導を通じた教員養成 
• 成功する教育環境の資質を引き出す
• 良い教員の特性を引き出す
• 効果的な教育リーダーとしての資質を引き出す 
• Eラーニング – Eラーニングを実践し、提供を改善するための戦

略 
• 能力ベースの評価と職場での評価 
• 診断評価とフィードバック、差別化した指導 
• 学問研究スキル- 論文をどのように出版するか
• 評価の検証と管理
• コースのレビュープロセス- 教育現場でのTQM 

• 教育監査人になる方法 
• 学会でプレゼンテーションを行う方法 
• 異文化スキルの実施と、カリキュラムの国際化 
• K – 12から統合カリキュラムを導入 
• 評価と品質 – 世界クラスの教育機関の品質はどのようなもの

か？ 
• 教育フレームワーク内でのコーチングとメンタリング 

カスタマイズされた教員指導プログラム



利用している教育機関  

  サウジアラビア王国 (KSA) - スクール・リーダー
シップ・プログラム(サウジアラビア) 

  下城区教育地区、杭州 – 教員トレーニング(中国) 

  BSRUタイランド – TESOL & TKTトレーニング(タ
イ) 

  上海建橋学院(中国) 

  韓国教育省 – 初等TESOLトレーニング(韓国) 

  鹿児島市議会 – 教員トレーニング(日本) 

  教育省 – Kurasapha 教員トレーニング(タイ) 

  華南農業大学、広州(中国) 

  アジア開発銀行(ADB) – 職業技術教育プロジェ
クト(ベトナム) 

  マレーシア教育省 – 高等教育トレーニング(マレ
ーシア) 

  城陽区教育庁、青島 – 初等・中等教育の教員ト
レーニング(中国)



中国
インド

シンガポール

パース

マレーシア

パースは、常に最も住みやすい都市トップ10の
1つにランキングされています 
(2015 - 2017 世界住みやすさランキング)

ベトナム

インドネシア

GMT+8

アジアと同じタイムゾーンです!

パースは、西オーストラリア州の首都です。世界的な
都市であり、世界で最も住みやすい都市として常にラ
ンキングされています。  

  安全な学習環境

  留学生はすべての公共交通機関を40% - 45%割引
で利用できる

  世界クラスのスポーツ施設

  世界で最高のビーチ

  パースの多文化を反映する幅広いレストラン

  アルバイトの機会

  都市圏内のバスが無料

  有名なキングスパークを含め、多くの公園と湿地が
ある

  絵のように美しいスワンリバー

www.phoenix.wa.edu.au
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