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一般財団法人国際教育振興会  日米会話学院  Since 1945   

小中高生英語プログラム 2013年 
 

 

小中高生英語プログラム 

春季講習 
    3/25 (月)～3/30(土) 
 

無料公開講座 

3/24（日） 
 

 

 「英語を」学ぶから「英語で」学ぶへ 

    小学生から高校生までの一貫した英語教育。 

    自ら考え、自らの目標に向かって 

    英語を活用し活躍する人材を育てます。 

 

 

 

 

 

 

www.nichibei.ac.jp 
 



 

 

■無料公開講座 共催：『英語教育・達人セミナー（達セミ）』 
中学生・高校生、ならびに小学生・中学生・高校生の保護者を対象とした無料公開講座です。 

英語教育にご興味のある方、社会人の方も受講できます。 
 

お申し込み方法 

電話、Eメールまたは学院窓口にてお申し込みください。先着順で定員に達し次第締め切りとさせていただきます。 
Tel: 03-3359-9621 E-mail:  info@nichibei.ac.jp 

 

科目名 講師 使用言語 

グローバル人材育成と英語教育方法 

「社会人の英語学習指導の視点から眺める、中高校・大学での 

英語教育方法の改善提案」 

一般財団法人国際教育振興会 理事長 

日米会話学院 学院長 

大井 孝 
日 

対象 授業日 時間帯 回数 学費 定員 

中学生・高校生 
小・中・高校生の保護者、社会人 

3/24（日） 15:30～17:00 1 無料 50 

 

中学生・高校生、ならびに小・中・高校生保護者を対象とした無料公開講座です。 

講義の主目的  

「中学高校での義務教育科目、必修科目、受験科目としての英語の教育法」という限定的視野ではなく、グローバル人

材を志向する中・高校生、大学受験生たちの英語学習を支援する広い視野からの論考と提言を行います。 

 

「読解が英語力の基本。最初にInput あり。Input なくして Output なし」 

（Input:  聞き取り、読み取り、Output：口頭発言、英作文、和文英訳） 

目標水準＝（上級者の場合）高校卒業までに英検準１級を取得。 

 

中学高校での指定教科書の内容では英文読解練習の比重が低下しています。 

口頭会話表現練習の偏重は文法知識・単語力の低下につながり、大学生の英文読解力の低下に反映されます。 

 

本講義では国際教育振興会・日米会話学院での教科構成の中での最近の傾向を紹介しつつ、次世代を背負う若者た

ちへ対する英語教育を提言。その一端として米国トルーマン大統領（高卒の大統領）による日本への原爆投下の決定

をめぐる一節を講読します。 

 

 

使用教材:プリント教材を講師より配付 

 

講師略歴: 

パリ第二大学国家博士（政治学）（仏政府給費生）、早稲田大学院政治学博士課程修了、 

コロンビア大学大学院修士課程修了（政治学）（フルブライト給費生）、早稲田大学政治経済学部卒。 

元米国務省言語サービス課嘱託通訳・英仏語会議通訳。 

東京学芸大学名誉教授、米国NY州Elmira College（1855年創立）理事、同大学名誉人文学博士。 

一般財団法人国際教育振興会理事長、日米会話学院学院長。 

 

大学教職歴： 

東京学芸大学名誉教授（主たる担当科目は、国際政治学、米国政治制度、大学院政治学英書講読） 

早稲田大学政治経済学部非常勤講師（政治学英書講読、政治学フランス語文献講読、国際政治演習）、同大学教育学部非常勤講

師（国際政治史） 

上智大学外国語学部非常勤講師（上級英語通訳演習） 

明治学院大学法学部非常勤講師（国際関係論） 

津田塾大学国際関係学科（フランス外交） 

国士舘大学大学院経済学研究科（フランス語文献講読） 

 

著書： 

「欧州の国際関係 1919-1946」（たちばな出版） 

「アメリカとは何か」（サイマル出版会）、「トロッキーの暗殺」（風媒社）など英仏書の翻訳多数。 

 



 

 

将来を見据えた英語学習をスタート！ 
「学習した英語を使い自分の考えを英語で伝えること」を目指します。 

読んでわかる、聞いてわかる英語から、自分の考えを伝える（話す、書く）につなげる英語力をつけましょう。 

春休みからスタート！ 
 

■無料公開講座 共催：「英語教育・達人セミナー（達セミ）」  ◆達セミ情報は、「達セミ メルマガ」で検索！ 

 

中学生・高校生、ならびに小学生・中学生・高校生の保護者を対象とした無料公開講座です。 

英語教育にご興味のある方、社会人の方も受講できます。詳細は前ページをご覧ください。 

「社会人の英語学習指導の視点から眺める、中高校・大学での英語教育方法の改善提案」 
 3/24(日) 15:30～17:00 
グローバル人材育成と英語教育方法  

「社会人の英語学習指導の視点から眺める、中高校・大学での英語教育方法の改善提案」 
 一般財団法人国際教育振興会 理事長・日米会話学院 学院長 大井 孝 

 

■特徴 
 「読む」「聴く」「話す」「書く」+「文法」をトレーニングし、将来を見据えた英語力の基礎を築きます 

 英語を学ぶ過程で、「分析力」「思考力」「表現力」を養います 

 少人数クラスできめの細かい指導を行います 

 英語力をつけるための学習法を指導します 

 4月からレギュラークラスをご受講の方には春季講習からのスタートをお勧めします 

 

■スケジュール 
 

 
3/25 
（月） 

3/26 
(火) 

3/27 
(水) 

3/28 
(木) 

3/29 
(金) 

3/30 
(土) 

 小学生対象クラス 

10:00～12:10（120分） 
 

小学生新学期準備クラス   

 中学生対象クラス 

10:00～12:10（120分） 
 

新中1スタート 

13:30～15:10（90分） 
 

中学生のための音読・暗写トレーニング   

 中学生／高校生対象クラス 

9:15～11:25（120分) 中学文法総復習＋高校文法入門（全5回） ★3/27（水）授業なし 

11:00～12:40（90分） 
  高校生のための

日英翻訳入門 

 
  

 高校生対象クラス 

13:40～16:50（180分） 難関大学受験 英語読解問題演習 集中訓練（全5回） ★3/27（水）授業なし 

14:50～17:00（120分） 
 

高校生のためのライティング入門   

17:20～19:30（120分） 
 

「文脈」で解く入試英語   

 



 

 

■春季講習 科目案内 英語の学習経験のある方は、対象レベル以外のクラスもご受講できます。 

 

●小学生 

 

 

●中学生 

 

 
  

科目名 講師 使用言語 

小学生新学期準備クラス  
当学院日本人講師／ 

当学院ネイティブスピーカー講師 
日英 

レベル 授業日 時間帯 回数 定員 学費 コード番号 

英語学習がはじめて、または

ほとんど学習経験がない方 
3/26（火）～3/28（木） 10:00～12:10（120分） 3 12 14,400円 50001 

中学・高校、その先を見据えた英語学習をスタートしましょう！ 

 

「文法」＋「聴く」｢話す｣「読む」「書く」トレーニングし、将来使える英語の基礎力をつけます 

4月からのレギュラークラススタートに向けて準備をします 

 

 

楽しく英語学習をスタートしましょう！ 

アルファベットの音と文字を結びつけ、書く練習をします。また英語の音とリズムに慣れ、英語の世界に親しみます。 

ゲームや歌・チャンツなど様々な活動を通し、全身を使って、楽しみながら英語に取り組みます。「英語が聞けた」「英
語が読めた」「内容がわかった」という達成感を味わい、英語学習の継続につなげます。 

 

日本人講師とネイティブスピーカー講師が連携して受講生の力を多角的に引き出します。 

 

使用教材: プリント教材を講師より配付 

科目名 講師 使用言語 

新中１スタート 
当学院日本人講師／ 

当学院ネイティブスピーカー講師 
日英 

レベル 授業日 時間帯 回数 定員 学費 コード番号 

新中学1年生 3/26（火）～3/30（土） 10:00～12:10（120分） 5 12 24,000円 51001 

中学英語スタートダッシュ！ 

中学英語はスタートが大切です。いち早くスタートを切り、余裕を持って授業にのぞみましょう。 

中学1年で学習する文法を整理、確認、演習するとともに、効果的な英語学習方法を習得し、自ら学ぶ力をつけます。 

日本人講師とネイティブスピーカー講師が連携して受講生の力を多角的に引き出します。 

 

 アルファベットの確認 

 フォニックスで、アルファベットの音と文字の規則性を確認 

 発音、リズム指導 

 中学1年1学期英文法の確認と演習 

（be動詞肯定文・否定文・疑問文、名詞の単数・複数、形容詞、一般動詞 など） 

 音読、読み書きトレーニング 

 英語学習方法の習得 

 

使用教材: 後日ご案内します  練成ゼミ 英語 中1 （育伸社） 



 

 

 

●中学生／高校生 

 

科目名 講師 使用言語 

中学文法総復習＋高校文法入門 当学院日本人講師 日英 

レベル 授業日 時間帯 回数 定員 学費 コード番号 

新中学3年、新高校1年生 
3/25（月）～3/30（土） 

★3/27（水）授業なし 
9:15～11:25（120分） 5 12 24,000円 51003 

中学文法を整理し、高校英語につなげます！ 

 

中学文法はすべての英語学習の基本です。 

中学文法を確実に理解、演習し、身につけることが、将来の英語学習のカギとなります。 

重要な文法項目をしっかり整理確認し、演習します。疑問点を解消し、苦手な文法項目を攻略しましょう。 

確認テストを行います。 

 

【主な文法項目】  

文の構造、時制(現在・過去・未来・現在完了・過去完了・進行形)、受動態、不定詞、動名詞、関係代名詞など 

 

★「高校生のための日英翻訳入門」と併せてのご受講もお勧めです。 
 

使用教材: 後日ご案内します。 

  

科目名 講師 使用言語 

中学生のための音読・暗写トレーニング  当学院日本人講師 日英 

レベル 授業日 時間帯 回数 定員 学費 コード番号 

新中学2年・3年生 3/26（火）～3/30（土） 13:30～15:10（90分） 5 12 18,000円 51002 

音読・暗写トレーニングで英語力アップ！ 

 

英語を学習するときに、声を出してトレーニングしていますか？ 

文法を理解し、英文を和訳した、内容がわかった、これで学習を終了したり次に進んだりしていませんか？ 

瞬時に英語を理解する、発信する力をつけるためには英語を身体の中に覚え込ませ、英語の回路を作ることが重要

です。そのためには音読・暗写が有効です。繰り返し声に出し音読し、書くことで確実に英語の実力をつけます。 

音読・暗写のトレーニング方法を学び、日々の学習に取り入れ、英語力をつけましょう。 

 

 語彙確認・練習 

 内容確認 （CDを聴く、黙読、日本語での確認） 

 音読練習 （フレーズ／文、オーバーラッピング、シャドーイング、look up and say） 

 書く練習 （ディクテーション、筆写、暗写） 

 日本語から英語へ 

 
【主な文法項目】 
be動詞、疑問詞をつかった疑問文、一般動詞、三人称単数、過去形（規則と不規則）、助動詞 can, will, 従位接続詞
whenなど、不定詞（名詞的＋副詞的）など 
 

使用教材: プリント教材を講師より配付 



 

 

科目名 講師 使用言語 

高校生のための日英翻訳入門 当学院ネイティブスピーカー講師 英日 

レベル 授業日 時間帯 回数 定員 学費 コード番号 

中学3年生以上～高校生 3/27（水） 11:00～12:40（90分） 1 12 4,500円 51004 

日→英翻訳を楽しもう！ 

 

日々の生活の中で、「これは英語ではなんというのか？」と考える習慣が英語力を伸ばし、幅広い表現の修得に役立ち
ます。 
授業では、受講生はグループでディスカッションをしながら、身近な出来事に関する記事の英訳に取り組みます。できあ
がった英文はクラスで発表。講師、クラスメートのフィードバックを受けます。 
クラスメートと日本語の文章について話し合い、分析しながら、日→英翻訳の楽しさ、奥深さを味わい、翻訳のコツを身に
つけましょう。 
原則として、新中学 3年生以上の中高生対象です。 
 
★「高校生のためのライティング入門」、「中学文法総復習＋高校文法入門」と併せてのご受講もお勧めです。 

 

使用教材: プリント教材を講師より配付 

※辞書（英和・和英）をご持参ください。 

 

●高校生 
 
 
 

科目名 講師 使用言語 

高校生のためのライティング入門 当学院日本人講師 日英 

レベル 授業日 時間帯 回数 定員 学費 コード番号 

高校生 3/26（火）～3/28（木） 14:50～17:00（120分） 3 12 14,400円 52008 

英語で「書く」とは？ 

英語で自分の考えや思いを明確に伝えることができますか？ 

 

英文を「書く」ことは、「考える力」を高め、英語の「話す」「読む」「聞く」力の向上につながります。英文の持つ特徴、論の
運び方、英語本来の表現の流れを学び、実際に「書く」トレーニングをします。論理的に説得力を持った文章を書くため
に、ステップを踏んでアイディアを広げていくコツを学びます。「書く」トレーニングを通して、総合的な英語力アップにつな
げましょう。大学入試の小論文対策に活用できます。 

 

 アイディアを膨らませる  

 三角ロジックでアウトラインを作る 

 書く 

 書き直し・校正をする 

 

★「高校生のための日英翻訳入門」と併せてのご受講もお勧めです。 
 

使用教材: プリント教材を講師より配付 

 

  



 

 

科目名 講師 使用言語 

「文脈」で解く入試英語   当学院日本人講師 日英 

レベル 授業日 時間帯 回数 定員 学費 コード番号 

高校生、大学受験生 3/26（火）～3/28（木） 17:20～19:30（120分） 3 12 14,400円 52009 

こんな悩みを抱えている高校生や大学受験生はいませんか？ 

（１）どれだけやっても語彙・文法力がつかない。 

（２）長文読解問題に時間がかかりすぎる。 

（３）英作文問題の取り組み方がわからない。 

（４）そもそも英語の面白さがわからない。 

 

それは、一語一語、あるいは一文一文区切って読んでいるからです。どんな英語表現も、文脈の中でその意味が決まっ
てきます。この授業では、早慶上智大学や受講生の希望大学の入試英語問題をテキストに、文脈に注目した読み方・書
き方を身につけます。 

 

★「高校生のための日英翻訳入門」と併せてのご受講もお勧めです。 
 
使用教材: プリント教材を講師より配付 

 

科目名 講師 使用言語 

難関大学受験 英語読解問題演習 集中訓練 当学院日本人講師 日英 

レベル 授業日 時間帯 回数 定員 学費 コード番号 

高校生、大学受験生 

英検準1級・1級をめざす方 

3/25（月）～3/30(土) 

★3/27（水）授業なし 
13:40～16:50（180分） 5 12 36,000円 52010 

東大、慶応、早稲田など難関大学受験のための集中特訓授業 

 

英文を正しく理解し、内容把握を素早くできる力を養います。 

学習方法として、サイトトランスレーションによる読み方を効果的に学びます。 

英文読解の基本である、語彙、イディオムに関しては毎回の宿題を通して徹底的にマスター。 

英文読解のためのテキストは 難易度の高い英文を選び、徹底的に精読をすることにより、正確に内容把握のできる実
力を養います。 

 

★「高校生のための日英翻訳入門」と併せてのご受講もお勧めです。 
 
使用教材: 後日ご案内します。 

※担当講師、使用教材に変更が生じる場合がございます。ご了承ください。 

 

■使用教材 
３月上旬にホームページにてご案内します。www.nichibei.ac.jpをご覧ください。 

 

■担当講師 
３月上旬にホームページにてご案内します。www.nichibei.ac.jpをご覧ください。 

 

 

http://www.nichibei.ac.jp/
http://www.nichibei.ac.jp/


 

 

■募集要項 
 

●受講申込 

「受講申込書」（当学院窓口にて入手、または、当学院ホームページ[www.nichibei.ac.jp]からダウンロード）にご希

望の科目の名称、科目コードおよび必要事項を記入し、学院窓口に提出するか、FAX（03-3353-8908）にて当学院

宛てにお送りください。 

無料公開講座 「グローバル人材育成と英語教育方法」につきましては、受講申込書は不要です。お電話、Eメール

または学院窓口にてお申し込みください。 

※FAXでお申し込みの場合は受信確認のため、送信後、お電話（03-3359-9621）で当学院までご連絡ください。 
 

●受付締切日  3月16日(土) 

申込順の受付で、定員に達し次第締切ります。定員に余裕のある科目は締切日以降も継続して募集を行います。 

科目の空き状況につきましては、当学院まで電話（03-3359-9621）にてお問い合わせください。 
 

●科目成立のご案内 

受付締切日から4日後を目途に、当学院より科目成立の可否、学費納入、教材の購入等の案内を郵送にてお送りし

ます。 

※申込者数により、科目が成立しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 
 

●学費納入 

当学院より発送する「科目成立のご案内」「学費納入案内」等をご確認の上、指定日までに学費を納入してください。 

振込手数料は受講者負担となります。 
 

●教材 

教材費は、別途1,000円～4,000円程度です。詳細は科目成立のご案内に記載いたします。 

教材は開講日に教室にて配付されます。 
 

●受講撤回時の取り扱い 

1. 開講日の前日までの受講撤回 

  書面による申し出にて学費の全額を返却します。但し、返金手数料（1,000円）を差し引きます。 

 ご連絡がない場合、後日、学費を請求することがあります。 

2. 開講後の受講撤回 

  当学院所定の書類による申し出にて、支払い済みの学費から、既受講分学費（支払済み学費÷授業回数×受

講回数）と手数料4,000円（キャンセル手数料3,000円＋返金手数料1,000円）を差し引いた額を返却します。 

 なお、開講日から受講撤回の申出日までの期間は、授業が行われている限り、また、申出日が授業日の場合、

実際の受講の有無に関わらず、受講したものとみなします。 

3.  学費の返却方法 

   原則、銀行振込にて返却します（当該書面／書類には振込先の銀行口座の番号等をご記載ください）。 

4.  教材費の返却 

 汚損のない未使用教材のみ、購入先にて買い取ります。ただし、汚損の判断は購入先にて行うこととします。 

   なお、原則として1日でも受講後は、使用の有無に関わらず、買い取りはいたしません。 
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アクセス 

お気軽にお問い合わせください。 


