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第１８期 K/H システム 上級フェローシップ・プログラム ２０２２ 

世界で通用する質の高い英語・コミュニケーション力を目指す  

テーマ： 「正確な文を作って話せる力を養成 ― 転んでも文法的には正確な文で話せる」 
 

K/H システム 上級フェローシップ・プログラムは、K/H システムの中級コースまでの４コース以上履修、または６か月以上の長期

企業内研修を修了した方が、英語力と英語コミュニケーション力をさらに向上させるための特別サポートプログラムです。４か月

（月１回×４回）の集中コースで、今年度(第１８期)は１２月１１日（日）からスタートします。K/H システム最高峰のプログラムで、  
年に１回のみの開講です。上級視点を土台にして、ステップ・バイ・ステップで力を付けていきたい方は是非ご参加ください。 

昨年に引き続き、今年も全日程、オンラインでの開講です。  

 
【今期テーマ】 
正確な文で話す力 ― 自分の話す英語を、録音して聞いてみたことがありますか？ 
自分の話す英語を客観的に聞いてみると、なかなか改善余地のある英語になっているのではないでしょうか？多くの文法ミスが

あることにも気が付くはずです。一方で、今まで勉強してきてこの状態だとすると、果たして改善可能なものなのでしょうか？文法 

ミス、語句選択の不自然さ等がなくなり、より正確でわかりやすい英語を話している自分を想像できますか？ 
これを可能にしたいと感じている方に今年度のフェローシップはお薦めです！ 
 
【今期テーマ設定の背景】 
昨年度は、「精緻なリスニング力」がテーマで、基本的な聞き取り力の強化に焦点を当てました。それ以前の５年間は英語の  

説得力と話す内容に重点を置いたコースで、例えば、「論理的な話の構築、デリバリー、質問の種類と質問の仕方、反論の仕方、

反論された場合の自論の立て直しの仕方、説得に使うレトリックと誤謬、印象を深めるレトリック技法、精緻な議論の進め方、  

インタビュー、面接の仕方」など、より実用的で高度な視点で学習をしてきました。 

その中で、いまだ手をつけられていなかった分野が、「一文ずつ、文法的に正確に話す能力」でした。あまりにも基本中の基本 

なので、当たり前すぎてフェローシップの主要テーマとして、今まで掲げたことはありませんでした。それをあえて今年度のテーマ

とする理由は、皆さんの話す英語に、文法ミス・語句選択ミス・非論理的文章など、基本的な課題が残っているように思えたから 

です。グローバルに活躍するならば、直しておいて損はない分野です。この弱点は、日本人のビジネスパーソンに共通した課題の

ようにも思えます。これが改善できれば、他の人たちとは一味違った質の高い英文（ネイティブスピーカーには常識な文）を作って

話せるようになります。フェローシップ・プログラムで、皆で一緒に切磋琢磨できる環境で訓練をすることで、一人で学習する場合

よりも何倍もの成果が出ると思います。４日間かけてやる価値が高く、投資回収率も高いテーマです。 
「正確な文を作って話せる力の養成」にご興味のある方は、是非ご参加ください。 
 
【今期フェローシップの目標と具体的課題】 
以下３つを養成することを目標とします。シンプルですが、挑み甲斐のある目標です。 
 
 

１．一文ごとに 「文法的に」 正確に話せる力 
２．一文ごとに 「自然な語句で」 話せる力 
３．「文と文の間に論理的整合性」 が感じられる表現を使って話せる力 

 
 

上記目標のために皆さんが取り組む、具体的な改善課題は以下の通りです 
英語をある程度話せる人でも文が正確になっていないのは、主に以下に課題があるためと考えています。 
これらを徹底的に訓練し、矯正していきます。 

１． 単語の単複・不定冠詞・定冠詞 ― 全く使っていないか、正しく使い分けられず、意味や前提、ニュアンスの誤解を生む 
２． 動詞の時制・仮定法 ― 現在形 VS 過去形、過去形 VS 現在完了形、未来形 ( be +動詞 ing / will / be going to /  

will be 動詞 ing) の使い分け、仮定法 (would / could / might / could have done) の使い分け、助動詞系 (can / will / may / 
must / need to / want to / have to） の使い分けができず、事実関係やニュアンスの誤解を生む 

３． 品詞 ― 特に名詞、形容詞、副詞の使用の混乱があり、意味がわからない文になる 

目標 
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４． 構文 ― 決まった構文パターンや表現パターンを正確に使えず、不自然、または「おかしく」響く 
５． Fillers ― ah, eh, uh など無駄な発声が一文の中に入り、自信がない印象や、聞き手の意味理解の邪魔になる 
６． 表現の正確性 ― うろ覚えで表現を身につけて、間違っていることに気づかずに使っている  
７． 論理をつなぐ表現 ― 文と文の間の論理的整合性が感じられない表現が使われている 

 
【学習の視点】 
上記の課題を改善・克服するために、以下の視点を重視した学習をします 

✓ 自分の言いたいことがしっかりと分かり、イメージできるようにする 
自分の言いたいことが自分でクリアにわかって初めて、名詞の単数/複数、冠詞の選択、時制・仮定法などが正しく   

選べる。自分の言いたいことが分からないとそもそも何を使うべきかが決まらないため、必須の前提となる。 
✓ パターン構文/表現、定型句を正確に身に付けて使えるようにする 

１文が自然になり、同時に、文脈に沿った自然な話の流れを作る下地が整う。また、かたまりで使える定型句や一部 

入れ替えるだけのパターンを多く持っていることで文法ミスの可能性も減る。 
✓ 英語的な話の組み立て方を自分の感覚の一部にし、文相互の論理的関係を強く意識する 

話すトピック、メインポイント、前後の英文同士の論理的関係を強く意識し、論理の整合性や一貫性を通すために必要

な語句選択を意識する。それがないと、論理的に自然な流れを損なう語句選択になり、不自然、またはおかしな表現に

響く。話全体として不明瞭になり、説得力が極端に弱くなってしまう。 
 

【クラスの主な流れ】 
具体的な練習アプローチおよびクラスでの時間配分は、以下の通りです 

１． チャレンジ型＜力試し＞訓練 ― １時間前後 
昨年同様、一文単位のリテンション練習を行い、文法的に正確に英文が作る訓練をします。一文をきちんと作るには 
文法意識が不可欠であること痛感し、その意識で英文を見るクセがつきます。また、表現などを覚える際に、より大きな

意味のかたまりで覚える習慣がつき、文法ミスのリスクが下がり、文法的に正確でより自然な文を作る力になります。 
２． 成果確保型＜コツコツ P.D.C.A.＞徹底訓練 ― ４時間前後 

上述の改善事項を意識しながら、仕事に関することを英語で話してみる。その英語を録音し、チェックし、ミスの傾向・ 
原因・対策を考える。再度同じものを「録音＆チェック」する P.D.C.A. を回しながら、クラス全体で農耕的なコツコツ型

の練習を積み上げていきます。1 人では諦めてしまいがちな練習ですが、皆でゲーム感覚で行うと、楽しんでできます。 
３． エキサイティングな＜実践練習＞ ― ２時間前後 

仕事系フリートーク、職場 small talk、仕事系プレゼン（２分前後）を、文法ミスなく話す練習をします。プレゼンの場合は、

質疑応答も行い、即興の場合にも、文法ミスなく、かつ自然な語句選択で話せるように訓練します。 
 
【主な使用教材】 

〇 過去公開講座で使用： 「職場基本表現集」、「ロジックパターンドリル」、「中上級構文パターンボキャビル」 
〇 過去フェローシップ・プログラムで使用： 「上級聞き取り構文１００１本ノック CD１～CD４」、「Small Talk 見本帳」 
〇 今年度新規： スピーキング評価表、文法ミス傾向解説資料 他 

 
 

オンラインであっても、対面クラスのように、小グループでの作業やグループ内でチームビルディングができるような工夫をします。

もちろん、いつものグループ対戦も組み入れます。最終日は、これまでのように、このプログラムで学んだことをベースにした成果

発表会（個別&グループ発表）などを設け、受講者相互の切磋琢磨しながらの学びを促進します。 
今回はスピーキングクラスなので、皆でたくさん英語で話す機会があります。お楽しみに！  
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 事前準備セッションとして、＜Day０＞を開催 ＊過去２年とほぼ同じ内容です

【対象者】 希望者はどなたでも（フェローシップの受講資格が無くても）受講できます。ただし、フェローシップ新規受講者は  

必須受講とします。また、過去の受講者で、以下の内容の基礎固めをしておきたい方も受講可能です。

【目的】 Day１～Day４のクラスに向けた準備です。今期目標の＜学習力強化＞が効果的にできる前提として必要な、英語の

知識、K/H システム学習ツールなどの地固めをします。 

【内容】 Day１以降に学ぶ「上質な英語のスピーチとそのコミュニケーションスタイル」には、多くの場合、＜抽象と具体の行き来＞

が入ります。その際、例えば「冠詞」、「単複」や「時制」、「仮定法」、接続詞の「And so」といった要素が重要な役割を果たします。

こうした要素は、知っているようでいて、実は英語上級者でも意識が落ちたり、ニュアンスの理解があいまいだったりすることが

多く、そのためにメッセージ全体の理解があいまいになってしまいます。また、「主語の選択」、「同じ単語をつかったリンク付け」

など、改めて指摘されないとそのテクニックや重要な役割に気づかないものもあります。このように、今回のコースの学習内容

を理解し、味わい、納得して使えるようになる上でキーになる要素がいくつもあります。こうした基本要素の深い理解なしには、

上質な英語を目指した学習はほぼ不可能と考え、Day０は以下２つの分野にフォーカスしてクラスを行います。 

A： 高度な英語を扱う上で大前提となる基礎的知識や理解の確認 
英語ではきちんと区別し、それにより説得力を作りだしている「イデアとその具現であるもの」「バーチャル世界と現実」等、

英語的なもののとらえ方に直結する項目をレビューします。

レビュー項目例： ・ロジックの中間項の概念

・数の概念 （集合関係をつかさどる a と the、イデアや質を表す the と無冠詞）

・時制/仮定法 （現在形とその他”現実世界”の時制、現実未来とバーチャル世界の感覚）

・定義に必須の関係代名詞/関係副詞

・ロジック構造全般のレビュー （Argumentation 型・Explanation 型）

・ロジックの流れをつかさどる接続用語 （たとえば、but, although, so, and so, however, That is….） 
B： 高度な英語を体得し、応用するのに便利な学習プロセス/ツールの紹介と実践 

抽象と具体を行き来するような上質な英語の体得には、英文の深い理解に基づいた練習や、扱うアイデアの上手な整理

も必須です。そのため、例文から学び、また、アウトプットを効果的に行うための学習ツールや練習のコツを紹介します。

レビュー項目例： ・シャドーイングや聞き取り練習の効果を上げる＜構文分析・意味順分析＞

・ニュアンスへの意識を強化する＜やまと言葉落とし＞

・音読意味取り

・話の骨格をとらえる視点を強化する＜ロジックメモ＞

 参加者の声： 「実践的で、スピード感のある構成が大変魅力的だった」 「議論やプレゼンテーションの論理構造を把握できる

ようになった。スピーキングに慣れただけではなく、リスニング、リーディングでも役に立っている」 「参加者の意識が高く、レベルが 

高いので大いに刺激を受けた」 「自分の実力を再認識できたため、目標に向かって、あとどれくらい努力しなければならないのか  

考えることができた」 「英語だけでなく、国際的に仕事をする上での考え方を教えてもらえて大変良かった」

■ 受講資格*： K/H システム公募講座・企業研修短期講座に ４コース以上参加された方 で、TOEIC ８００点以上

■ 定員：

■ 日程：

または、K/H システム 長期企業内研修を修了された方 

１６名まで （定員に達した段階で、締め切らせていただきます） 

２０２２年度 Day０： １２月 １０日（土） ＊Day０は過去２年とほぼ同じ内容（フェローシップ継続受講者は Day１から参加） 

Day１： １２月 １１日（日）  ９：３０～１８：００ オンライン 

Day２：  １月 １５日（日） ９：３０～１８：００ オンライン 

Day３：  ２月 １２日（日）  ９：３０～１８：００ オンライン 

Day４：  ３月   ５日（日） ９：３０～１８：００ オンライン 

■ 受講料：  〇 Day０のみ*  １５，０００円 （税込 １６，５００円） *フェローシップ・プログラム受講資格のない方も受講可能です

〇 メインプログラム Day1～Day４（上記受講資格 該当者のみ受講可）

新規受講者：    ８０，０００円 （税込 ８８，０００円） ※Day０無料ご招待 

継続者：       ６０，０００円 （税込 ６６，０００円）  

※Day０は、受講料追加（税込 １１，０００円）で参加できます

※フェローシップ参加初年度は、「新規受講者」扱いとなります 
■ 申込方法／問い合わせ：

申込 WEB： www.kh-system.com ➡ トップページ ［フェローシップ・プログラム 申込］

問い合わせ： E-mail support@kh-system.com  

mailto:support@kh-system.com

