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アナハイム大学とは  
アナハイム大学は、高度オンライン教育のパイオニアとして、米国カリフォ

ルニア州アナハイムに事務局およびハイディフィニション・デジタルフィル

ム・スタジオを伴い、1996 年に設立された。アナハイム大学は、遠隔教育協

議会による全米認定を受けている。	 

	 

アナハイム大学は、オンラインながらもフェイス to フェイスの授業を可能に

する最新の環境を整えており、全世界の学生が、その分野での最も著名な専

門家とのディスカッションを通して、より深い知識の獲得とスキルの向上を

目指すことを可能にしている。	 

	 

アナハイム大学は、以下の分野におけるオンラインでの学位やディプロマ、

サーティフィケート（認定資格）を提供している。大学院教育学研究科及び

David	 Nunan	 TESOL 研究所では TESOL（英語教授法）を、盛田昭夫ビジネス

スクールではビジネス・アドミニストレーションを、黒川紀章グリーン・

インスティチュートではサステナブル・マネジメント（持続可能な経

営）、そして黒澤明フィルムスクールではデジタルフィルム製作を、さらに

今後実施予定として、Carrie	 Hamilton	 エンターテインメント・インスティ

チュートを通じてビジュアル・コミュニケーションとエンターテインメ

ントのコースを計画中。	 

	 

アナハイム大学の  TESOL 
アナハイム大学は、英語教師トレーニングとオンライン教育を 1990 年半ばよ

り開始。世界的に著名な TESOL 教授陣によるリアルタイム指導を行い、世界

で同分野を牽引する存在である。	 

	 

アナハイム大学の教授陣は、世界最大の言語教育学会である TESOL の会長経

験者 5名を含む、世界有数の著名な言語学者により構成されている。	 

David	 Nunan	 TESOL 研究所のディレクター、David	 Nunan 博士のテキストシリ

ーズは全世界売上 2.5 億部を誇る。2000 年には TESOL の会長を務め、これま

でにオックスフォード大学出版、ケンブリッジ大学出版、トムソンラーニン

グ、ハインル＆ハインルなどの大手出版社から 100 冊以上の本や記事を発表

している。さらに、第二言語習得分野の先駆者であり、エジンバラ公賞受賞

作「第二言語習得研究」（オックスフォード大学出版）の著者、Rod	 Ellis

博士も教授陣の一員である。他の教授陣も、いずれも TESOL 会長を務めた

Kathleen	 Bailey、Denise	 Murray、MaryAnn	 Christison、Andy	 Curtis、コロ

ンビア大学ティーチャー・カレッジから	 Martha	 Cummings、また CALL（コン

ピューター併用言語学習）のエキスパートである Ken	 Beatty や Hayo	 

Reinders らが在籍するなど、一流の TESOL 教授陣が揃う。	  
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Anaheim University Japan TESOL 
Scholarship  
For Public and Private Elementary through 
High School Teachers of English 
 
Definitions: 
TESOL (Teaching English to Speakers of 
Other Languages) is the name of the 
profession that describes teachers of 
English who teach English to non-native 
speakers of English.   
 
A TESOL Certification program is a program 
that certifies English teachers and provides 
them with the fundamental knowledge and 
skills necessary to be successful in the 
English language classroom.   
 
Teaching English to Young Learners is a 
TESOL Certification program for teachers 
who are teaching children between the ages 
of 3 and 15 and is aimed at elementary and 
junior high school teachers.  
 
AVAILABLE SCHOLARSHIPS: 100 
1) TESOL Certification Scholarship  
For high school English teachers and 
teachers of adults 
Program Duration:      
 15 weeks 
Mode of Study:      
 Online 
Required Equipment:   
            PC with high speed Internet Computer with high speed internet access 
Duration of study:      
 135 hours 
Course Designer:    
 Dr. David Nunan 
Regular Tuition and Fees Total:   
 $900  
Scholarship Amount:   
 $450 
Total Charged to Scholarship Recipient: 
 $450 
Textbook Fee (Approximate):  
 $32.50 (paperback ) 

$14.79 (E-book) 
 
 

米国アナハイム大学TESOL(英語教授
法)奨学生プログラム 
対象：公立及び私立小中高校英語教師	 

 
TESOLプログラムの種類と説明  
TESOL（英語教授法）は、英語を母国
語としない人のための指導法として広く

知られ、英語教育に携わる方や将来英語

教育分野を志す方を対象とした、指導力

向上のための専門的知識と実践的スキル

を養う教育分野です。 
 
TESOL認定取得プログラムは、英語教
師が教室で効果的な授業を行うのに必要

な基本知識やスキルの習得の機会を提供

し、認定書を与えるものです。 
 
児童英語TESOL認定取得プログラム
は、特に3歳から15歳までの児童生徒向け
教授法を小学校・中学校の英語教師に提

供します。 
 
奨学生プログラム募集人数: 100名  
1) TESOL認定取得奨学生プログラム
（高校生・および成人指導教師対象） 
コース期間:     
 15週間 
学習方法:       
 オンライン 
必要な学習環境:    
        PCと高速インターネット接続 
学習所要時間:      
 135 時間 
コース監修者:    
 Dr. David Nunan  
学費および諸費用合計:   
 $900  
奨学金授与額:    
 $450 
奨学生の負担額:    
 $450 
テキスト代(概算) 
 $32.50 (ペーパーバック) 
        $14.79 (E-book) 
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Textbook Link:     
http://www.amazon.com/Practical-English-
Language-Teaching-
PELT/dp/0072820624/ref=sr_1_1?ie=UTF8
&qid=1322641327&sr=8-1 
   
 
2) TESOL Certification Scholarship for 
Teaching English to Young Learners  
For public and private elementary and junior 
high school teachers 
Program Duration:      
 15 weeks 
Mode of Study:      
 Online 
Required Equipment:   
            PC with high speed Internet Computer with high speed internet access 
Duration of study:      
 135 hours 
Course Designer:    
 Dr. David Nunan 
Regular Tuition and Fees Total:    
 $900  
Scholarship Amount:   
 $450 
Total Charged to Scholarship Recipient:
 $450 
Textbook Fee (Approximate):  
 $27.00 (paperback)  
           $  7.99 (Kindle) 
 
Textbook Link:     
http://www.amazon.com/Teaching-English-
Young-Learners-
David/dp/B005JGF712/ref=ntt_at_ep_dpt_8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

テキスト購入ページ:    
http://www.amazon.com/Practical
-English-Language-Teaching-
PELT/dp/0072820624/ref=sr_1_1
?ie=UTF8&qid=1322641327&sr=
8-1 

  
2 ) 児童英語教師対象TESOL認定取得
奨学生プログラム（公立私立小中学

校英語教師対象） 
コース期間:       
 15 週間 
学習方法:       
 オンライン 
必要な学習環境:    
        PCと高速インターネット接続 
学習所要時間:      
 135 時間 
コース監修者:    
 David Nunan 
学費および諸費用合計:   
 $900  
奨学金授与額:    
 $450 
奨学生の負担額:    
 $450 
テキスト代(概算): 
 $27.00 (ペーパーバック) 
         $ 7.99 (Kindle) 
 
テキスト購入ページ:    
http://www.amazon.com/Teaching-
English-Young-Learners-
David/dp/B005JGF712/ref=ntt_at_ep_dpt
_8 
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Admission Requirements 
• Must be a college graduate currently 

teaching in a public or private 
elementary, junior high or high 
school.   

• Must have one of the following 
English Proficiency Scores:   500 or 
higher on the TOEFL (173 CBT, iBT 
61), 625 or higher on the TOEIC, 5.5 
or higher on the IELTS.  Pre-first or 
higher on the EIKEN 

• Number of years teaching experience 
required:  0 

• Write a 1 page or approximately 250-
word explanation of your current 
teaching situation and the challenges 
you face as an English teacher. For 
example, what grade level you teach 
at, what are your greatest challenges 
as a teacher of English?  Please 
include any fears you may have, 
what the most satisfying part of being 
a teacher is, and what you hope to 
gain from the program.  

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奨学生応募要項  
• 四年制大学を卒業し、現在国公立ま
たは私立の小・中・高等学校の教職

員であること 
• 次のいずれかの英語運用能力を有す
る者:  TOEFL 500点以上 (CBT 173, 
iBT 61), TOEIC 625点以上または  
IELTS 5.5以上、または英検準1級以
上。 

• 経験年数不問。 
• あなた自身の英語指導の現状や直面
している問題点などをA4用紙1ペー
ジ程度または250語程度にまとめて
提出してください。（例）何年生を

担当しているか、英語教師としての

最大のチャレンジは？など。さら

に、仕事上での不安ややりがい、こ

のプログラムで	  学びたいことについ
ても言及してください。	  
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TESOL Certificate Course Description: 
The online TESOL certification program at 
Anaheim University offers a practical 
introduction to language teaching and links 
practice to theory and research. The 
program offers students the opportunity of 
developing a solid pedagogical foundation 
through instruction in the following areas: 
 
 
 

1. Language teaching methodology 
2. Listening 
3. Speaking 
4. Reading 
5. Writing 
6. Pronunciation 
7. Vocabulary 
8. Grammar 
9. Discourse 

10. Content-based instruction 
11. Using course books 
12. Computer-assisted language learning 
13. Learning styles and strategies 
14. Learner autonomy in the classroom 
15. Classroom-based assessment 
16. Cross-cultural communication 
 
 
Please visit http://www.anaheim.edu for 
further information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESOL認定取得コース詳細:	 
アナハイム大学のオンラインTESOL 認定
プログラムでは、言語を教えるにあたって

の実用的な導入を行い、実践と理論やリサ

ーチを効果的に結び付けることによって理

解を深めます。また、次の各領域からのア

プローチと指導を通じ、英語教育における

教育学的観点の基礎を確実に築きます。 
 
1.言語教育の方法論 
2.リスニング 
3.スピーキング 
4.リーディング 
5.ライティング 
6.発音 
7.語彙 
8.文法 
9.口語	  

10.内容主体の指導 
11.テキストの使用 
12.コンピューターでの語学学習 
13.習得スタイルとストラテジー 
14.学習者の自主性 
15.クラスベースの評価方法 
16.クロスカルチャー・コミュニケーション 

 
 
詳しい情報はアナハイム大学ホームページ

http://www.anaheim.eduをご確認くださ
い。 
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TESOL Certificate in Teaching English to 
Young Learners Course Description: 
The online Teaching English to Young 
Learners (TEYL) certification program at 
Anaheim University offers a practical 
introduction to English Language Teaching 
for children and links practice to theory and 
research. The program offers students the 
opportunity of developing a solid 
pedagogical foundation towards teaching 
English to children through instruction in the 
following areas 
 
 

1. Who is the Young Learner? 
2. First and Second Language 

Acquisition 
3. Methods and Approaches in 

Language Teaching 
4. Teaching Listening 
5. Teaching Speaking 
6. Teaching Reading 
7. Teaching Writing 
8. Teaching Vocabulary 
9. Teaching Grammar 

10. Teaching Pronunciation 
11. Learning Styles and Strategies 
12. The Affective Domain 
13. Working with Parents 
14. Classroom Management 
15. Resources and Technology Support 

for Language Learning 
16. Assessment and evaluation 
 
 
Please visit http://www.anaheim.edu for 
further information. 
 
 
To apply: 
 
E-mail  japantesol@anaheim.edu to request 
a scholarship application 
 
The application period for those starting 
April 2, 2018 will be from November 1, 2017 
through March 15, 2018  	 

児童英語指導者向けTESOL 
認定取得コース 
アナハイム大学の児童英語指導者向け認

定オンラインプログラム (TEYL) は、子ど
もに言語を教えるにあたっての実用的な

導入を行い、実践と理論やリサーチを効

果的に結び付けることによって理解を深

めます。また、次の各領域からのアプロ

ーチと指導を通し、子どもの英語指導に

おける教育学的観点の基礎を確実に築き

ます。 
 

1. Young Learnerとは？ 
2. 第一言語と第二言語の習得 
3. 言語教育のメソッドとアプローチ 
4. リスニング 
5. スピーキング 
6. リーディング 
7. ライティング 
8. 語彙 
9. 文法 

10. 発音 
11. 習得スタイルとストラテジー 
12. 情緒の領域（The Affective Domain） 
13. 父兄との協働 
14. 教室のマネジメント 
15. 語学学習のリソースとテクノロジー
サポート 

16. 評価と評定 
 

詳しい情報はアナハイム大学ホームページ	  
http://www.anaheim.eduをご確認ください。 

 
 
申込み方法  
 
下記アドレス宛てに直接お申込みくださ

い。質問も受け付けます。 
E-mail  japantesol@anaheim.edu  

2018年4月2日開始各コースの受付期
間は、2017年11月1日から2018年3
月15日迄です。	  	  
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