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2021年 夏季 

オンライン 
 

特別講座 

◆ 英語教育に携わる方のための講座 

◆ すべての英語学習者向けの講座 

をお届けします。  

www.nichibei.ac.jp 
 

 

当プログラムは Zoom を使用して実施します。 

システム必要条件は「募集要項」をご確認ください。 

 

成立申込受付中。  

定員に余裕のあるクラスは申込可能です。 
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◼ スケジュール  
頁 科目名 対象 講師 日程 時間  定員 

受講料
（円） 

コード 
番号 

２ 
英語を身につけるために知っておきたい 

確実に効果の出る学習メソッド 

英語力向上を 

目指す全ての方 
高橋 敏之 8/15(日) 

10:00～12:00 
(120分) 

24 6,000  57221 

3 モチベーショナル・ストラテジーの理論と実践 
英語教員・英語 

教育に携わる方 
和田 玲 

8/9 (月) 
8/10 (火) 

13:30～16:00 
(150分) 

24 15,000  57222 

4 

Introduction to Second Language 
Acquisition 

（第二言語習得研究入門講座） 

英語教員・英語 

教育に携わる方 
和泉 伸一 

8/10(火)  

8/11(水)  

8/12(木)  

10:00～12:00 
(120分) 

24 18,000 57223 

5 
英語らしい発音で歌いましょう！ 

～歌で上達、英語発音～ 

英語力向上を 

目指す全ての方 
静 哲人 8/22(日) 

10:00～12:00 
（120分） 

24 6,000 57224 

5 
英語らしい発音で語りましょう！  

～スピーチで上達、英語発音～ 

英語力向上を 

目指す全ての方 
静 哲人 8/29 (日) 

10:00～12:00 
（120分） 

24 6,000 57225 

※休憩時間・質疑応答時間を含みます。 

 

◼ 夏季オンライン 英検・TOEIC・TOEFL iBT対策のご案内 

8/13(金)～8/16(月)の4日間集中で目標級・スコアを獲得。あわせてご受講をご検討ください。 

 

科目名 講師 日程 時間  定員 
受講料

（円） 

コード 
番号 

英検®準1級 1次・2次 松村 剛 

8/13 (金) 

8/14 (土) 

8/15 (日) 

8/16 (月) 

09:30～12:40 

（180分×3回） 
12 34,500 56424 

英検®1級 スピーキング＆ライティング 
BROWN, 

Jonathan 

13:30～16:40  

（180分×3回） 
10 37,740 56628 

TOEIC® L&R Test 800点の壁をやぶる！ 市村 文子 
13:30～16:40  

（180分×3回） 
12 34,200 53551 

TOEIC® L&R Test 満点獲得！ 岩瀬 ますみ 
09:30～12:40  

（180分×3回） 
12 34,200 56635 

TOEIC® Speaking ＆ Writing Tests 対策 
COWAP, 

Stuart 

09:30～12:40  

（180分×3回） 
10 37,740 56426 

TOEFL iBT®テスト 50～70 松村 剛 
13:30～16:40  

（180分×3回） 
10 37,740 56360 

TOEFL iBT®テスト 80～100 
PIETZ, 

John 

09:30～12:40 

（180分×3回） 
10 37,740 53570 

 

https://www.nichibei.ac.jp/news_archive/short/_toeictoefl_ibt.html 
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★ 英語力向上を目指すすべての方にご受講をお奨めします。★ 

科目名 講師 使用言語 

英語を身につけるために知っておきたい確実に効果の出る学習メソッド 高橋 敏之 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

全レベル 
8/15(日)  

10:00～12:00 (120分) 

成立 

申込受付中 
24 6,000円 57221 

英語を身につけるために大切なのはもちろん努力ですが、そもそもしっかりとしたノウハウを知っていないと、努力の効果が出ません。 

この講座では、英語習得というゴールに至るために必要なスキルや、それを伸ばすための練習法を具体的にお伝えします。何をどう

努力したらよいのかが明確になるので、自分の学習法に自信が持てるようになりますよ。英語が伸び悩んでいる方は、この機会に

学習法を見直してみませんか？質疑応答の時間も設けて、参加者の方からの質問にも直接お答えします。 

講師紹介 

 

英語学習者向けの週刊英字新聞『The Japan Times Alpha』編集長。 

慶應義塾大学卒業後、大学入試予備校英語講師、英語教材編集者を経て、2007年にジャパンタイムズ入社。

『週刊ST』（Alphaの前身）編集部所属となり、国際ニュースページや英語学習コラムの執筆等を担当。2012年よ

り現職。本職の傍ら、企業・大学等での英語研修や講演も多数実施。特に、読者の英語力を高めることを日々追求 

する中で、自ら編み出した数々の英語学習メソッドを伝えることをライフワークにしている。 

趣味は映画、読書、野球・プロレス観戦、超常現象の研究、ジャングル探検など。TOEIC®990点、英検®1級、 

動物検定3級。 著書 『英語最後の学習法―英字新聞編集長が明かす「確実に効果の出る」メソッド』 
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★ 英語教員・英語教育に携わる方にご受講をお奨めします。 ★ 

科目名 講師 使用言語 

モチベーショナル・ストラテジーの理論と実践 和田 玲 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

全レベル 
8/9(月)、8/10(火)  全2回 

13:30～16:00 (150分) 

成立 

申込受付中 
24 15,000円 57222 

生徒の英語力を伸ばすために、様々な指導法が存在します。しかし、どのような手法を用いても、生徒が学習内容に興味を抱き、

意欲を燃やして、積極的に活動に取り組むことがなければ、求める成果を期待することはできません。教室で実践可能な、意欲を

高める指導技術（モチベーショナル・ストラテジー）について、理論的根拠と共にご紹介致します。 

 

昨年の同講座の内容を踏襲しつつ、以下の実践紹介を含めた新バージョンでお届けします：  

意欲を高める中学実践（オーセンティックマテリアルの使用、楽しいスキット活動、夢中になれる問題演習の仕掛け、パフォーマンス

テストのリプレイ制度、自主学ノートの奇跡、優劣感情を排除する学校文化作りなど）、teacher’s beliefsと集団形成、自己決定

理論に基づくクラス作りとグループノーム（集団規範）、クラスで生まれた様々なドラマ（foundation of motivationの形成）など。  

 

Day1：モチベーショナル・ストラテジーの理論、意欲を喚起するアプローチ（導入作りの視点）、維持するアプローチ（タスクデザイ

ンの視点） 

Day2：意欲を強化するアプローチ（フィードバックの視点）、モチベーションのゼロ段階（クラスルームマネージメントの視点）  

 

質疑応答の時間が両日各30分ほどございます。  

講師紹介 

 

順天中学高等学校教諭。2003年より現職。ロンドン大学クイーンメアリー修士課程修了（応用言語学：首席）。「生徒のモチベーショ

ンを高める英語指導ストラテジー」を英国ノッティンガム大学・Zoltán Dörnyei教授と共同執筆（「アルク英語の先生応援マガジン」

2019冬号）。著書に『5 Step アクティブ・リーディング』や『アクティブ・リーディングSuper: 世界を読み解く英語リーディング』（いずれもア

ルク）など。その他、大学や全国の様々な教員研修機関にて講師を務めている。元テコンドー全日本チャンピオン、世界大会メダリストでも

ある。  
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★ 英語教員・英語教育に携わる方にご受講をお奨めします。 ★ 

科目名 講師 使用言語 

Introduction to Second Language Acquisition 
（第二言語習得研究入門講座） 

和泉 伸一 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

全レベル 
8/10(火)、8/11(水)、8/12(木) 全3回 

10:00～12:00 (120分) 

成立 

申込受付中 
24 18,000円  

本講座では、日本でもやっと英語教員教職課程で必修科目となった第二言語習得研究（Second Language 

Acquisition: SLA）について、インタラクティブな形式で学んでいきたいと思います。SLAの理論と実証研究について学びつつ、英

語授業への実践応用について一緒に考えていけるような講座としたいと考えています。SLA初心者から、これまで少しSLAについて

学んだことのある人まで、幅広い受講者を対象としています。特に今回の講座では、従来型の文法指導から始まる英語指導法に

ついて、どういった問題点があり、他にどのような異なるアプローチがあるのか、その研究上の背景はどうなっているのか、などについて

SLA研究の視点から一緒に考えていきたいと思います。 

 

英語学習や外国語学習全般については、英語教師ならずとも何らかの考えや信念といったものを持っていることが珍しくありませ

ん。これらの考えや信念の多くは、本人のこれまでの経験や、教わった先生に言われたこと、あるいは友人やメディアを通して聞き及

んだエピソードや意見などに影響されていたりします。SLA研究では、そういった経験やエピソードをきっかけとしつつも、そこから一歩

下がって、しかるべき研究アプローチを通して得られたデータを分析し検証することを通して、より客観的に、より詳細に第二言語習

得の実態について迫っていこうとします。そこから得られる知見は、明日の授業にすぐ活かせるわけではないかもしれませんが、これま

での自らの英語の学び方や教え方を厳しく見つめ直し、今後も成長し続けることができる「プロの教師」あるいは「より良い学習者」

となるための見方や考え方を提供してくれるものです。 

 

一例を挙げてみましょう。日本の英語教育界では、学びの目標を表す上で「定着」という言葉がよく使われています。それは一体

何を意味するのでしょうか。英語に意訳すれば、“learn,” “acquire,” “master”などの単語が当てはまるのかもしれません。で

も、これらの用語が示すことは、それぞれ微妙に異なります。より直訳的に言えば、“fixate”や“stick”といった訳にもなるでしょう。 

しかし、言葉の知識や技能を本当に“fixate”などできるのか、教え込んで（あるいは覚え込んで）何度も練習すれば脳内に知

識を貼り付けて剥がれ落ちないようにすることなど、本当にできるのでしょうか。そもそも、人の脳の働きとして、知識を単なる「貼り付

け」や「積み重ね」として捉えることが妥当なのか、大きな疑問が生じてきます。実際の教育現場では、「定着」は「暗記」

（memorize）と同意味となることも多いかもしれません。第二言語習得研究では、こういった疑問について実際の学習データを

集めて検証することで、実態を解明し、それをいかに教育や学習に応用できるかを探ります。 

 

● 授業に関する簡単なフィードバックを毎日提出していただきます。 

講師紹介 

 
上智大学外国語学部英語学科、言語学大学院 教授。 

ジョージタウン大学博士課程修了。言語学博士。南イリノイ大学東アジア言語文化学科日本語講師、ジョージタウン大

学言語学学科講師、ハワイ大学マノア校客員研究員、オークランド大学客員研究員を経て現職。専門は第二言語習

得研究と英語教育。 

著書には以下のものなどがある。『第2言語習得と母語習得から「言葉の学び」を考える～より良い英語学習と英語教育

へのヒント～』（2016年、アルク）、『フォーカス・オン・フォームとCLILの英語授業』（2016年、アルク）、『「フォーカス・オ

ン・フォーム」を取り入れた新しい英語教育』（2009年、大修館）、『CLIL（内容言語統合型学習）：上智大学外

国語教育の新たなる挑戦—第1巻 原理と方法、第2巻 実践と応用、第3巻 授業と教材』（共著、2011年、2012

年、2016年、上智大学出版）。その他に、中学校用英語検定教科書『New Horizon: English Course 1, 2, 3』

（東京書籍）編集委員、Language Teaching Research, Studies in Second Language Acquisition, The 

Journal of Asia TEFLなどの編集（試問）委員も務める。 
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★英語力向上を目指すすべての方にご受講をお奨めします。 ★ 

科目名 講師 使用言語 

英語らしい発音で歌いましょう！～歌で上達、英語発音～ 静 哲人 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

全レベル 
8/22(日) 

10:00～12:00 (120分) 

成立 

申込受付中 
24 6,000円 6,000 

「Over the Rainbow（虹の彼方に）」と、「Grandfather's Clock（おじいさんの古時計）」というスタンダードな英語の歌を 

題材にして、英語の発音をコーチいたします（実際に歌っていただきます）。 

Zoom上でビデオオフ、匿名で参加していただくこともできるので、他の参加者の目を気にすることなく、思い切ってコーチングを受けて

いただけます。大人になると、発音のダメ出しはなかなか受ける機会がないはず。この機会に是非！ 

他の参加者の発音に対する私のコメントを聞くと、どういう音が良くてどういう音がダメなのかを聞き分ける力もつくでしょう。 

 

使用教材： 

説明に『日本語ネイティブが苦手な英語の音とリズムの作り方がいちばんよくわかる発音の教科書』を一部用います。 

画面に出しますのでお持ちでなくても大丈夫ですが、あるとより便利かと思います。 

講師紹介：「英語らしい発音で語りましょう！ ～スピーチで上達、英語発音～」をご参照ください。 

 

 

★英語力向上を目指すすべての方にご受講をお奨めします。 ★ 

科目名 講師 使用言語 

英語らしい発音で語りましょう！ ～スピーチで上達、英語発音～ 静 哲人 英日 

対象 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

全レベル 
8/29(日) 

10:00～12:00 (120分) 

成立 

申込受付中 
24 6,000円  

Steve Jobsのスタンフォード大学でのスピーチと、映画「Love Actually」の冒頭ナレーションを題材にして、英語の発音をコーチ 

いたします。 

Zoom上でビデオオフ、匿名で参加していただくこともできるので、他の参加者の目を気にすることなく、思い切ってコーチングを受けて

いただけます。大人になると、発音のダメ出しはなかなか受ける機会がないはず。この機会に是非！ 

他の参加者の発音に対する私のコメントを聞くと、どういう音が良くてどういう音がダメなのかを聞き分ける力もつくでしょう。 

 

使用教材： 

説明に『日本語ネイティブが苦手な英語の音とリズムの作り方がいちばんよくわかる発音の教科書』を一部用います。 

画面に出しますのでお持ちでなくても大丈夫ですが、あるとより便利かと思います。 

 

講師紹介： 

 

大東文化大学外国学部教授 教職課程センター所長 

東京外国語大学卒業。コロンビア大学TCより修士号（MA in TESOL）。レディング大学より博士号（PhD）。 

個別発音指導の方法である「グルグルメソッド」開発者。専門は英語授業実践学。英語教員の養成にあたっている。 

❖ 著書：『日本語ネイティブが苦手な英語の音とリズムの作り方がいちばんよくわかる発音の教科書』『日本語ネイティブが

苦手な英語の音とリズムの聞き方がいちばんよくわかるリスニングの教科書』（テイエス企画）『英語授業の心・技・体』

『英語授業の心・技・愛』（研究社）『音声指導入門 音ティーチングハンドブック』『発音入門 音トレーニングドリル』

（アルク） 

❖ オンデマンド配信動画講座：『小学校の先生のための「これならできる！英語発音』（ジャパンライム） 

❖ DVD：『英語発音の達人ワークアウト「Englishあいうえお」』（ジャパンライム） 
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申込締切日を過ぎた科目につきましては、科目の成立・不成立についてご確認の上、お申し込みください。 

申締切日 

  各科目案内に記載の締切日をご確認ください。 

  科目成立決定後、定員に余裕のある科目は、受付締切日／開講日以降も継続して募集を行います。 

 

受講申込および学費納入 

1. 学院Webサイトよりお申込みください。https://www.nichibei.ac.jp/form/application.php 

 申込順の受付で、定員に達し次第締め切ります。各科目の空き状況につきましては、電話(03-3359-9621)にてお問い合わせください。 

2. 申込日から4日後を目処に「受講案内」(学費納入、教材購入等)を送付します。ご確認の上、指定日までに学費を納入してください。 

  学費納入をもって受講手続完了といたします。振込手数料は受講者負担となります。 

 ※申込者数により、開講が中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

教材 

教材購入については「受講案内」をご確認ください。 

・市販教材は原則として大手書店、またはオンライン書店にて、ご自身でご購入ください。 

・一部教材は当学院から送付いたします(教材費を別途ご請求します)。 

・プリント教材は、教育に特化したソーシャルプラットフォーム【Edmodo】（無料）を使用し、オンラインで閲覧・ダウンロードしていただきます。 

 Edmodoへは、別途学院からご案内する手順に従い、ご自身でご登録をしていただきます。 

 

授業見学 

  授業はご見学いただけません。 

 

早期申込割引 

  早期申込割引の適用はございません。 

 

中途受講・振替受講 

  中途受講・振替受講の対象外です。予めご了承ください。 

 

Zoom環境（システム必要条件） 

  講座はすべてオンラインで行います（Zoomを使用）。授業開始5分前にはZoomに入り、ご準備ください。 

  下記のZoom環境をあらかじめ、ご確認ください。 

インターネット接続 …… 有線または無線ブロードバンド(3Gまたは4G／LTEでも可能ですが、料金が発生する場合があります。) 

スピーカーとマイク、ウェブカメラが使用できる機器(パソコンが理想ですが、スマートフォンやタブレットPCでも可能です。) 

詳しくはZoomのヘルプデスクをご覧ください。    https://support.zoom.us/hc/ja/categories/200101697 

 

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。 

2. 開講後の受講撤回 

当学院所定の書類による申出にて、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)と解約手数料を 

差し引いた額を返却します。 

※解約手数料：5万円又は契約残額の未受講分学費(支払い済学費÷授業回数×未受講回数)の20％に相当する額のいずれか低い額。 

※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情報をご記載ください)。 

4. 教材費の返却 

当学院で販売した汚損のない未使用教材のみ、販売窓口にて買い取ります。ただし、汚損の判断は当学院が行うこととします。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。 

※上記の取り扱い規定に関わらず、受講期間が2ヵ月以上、学費が5万円以上の講座(複数講座受講の場合はその合計額が5万円以上)につ

いては、受講約款記載の【クーリング・オフに関する事項】及び【中途解約に関する事項】が適用されます。 

受講約款につきましては、学院Webサイト(https://www.nichibei.ac.jp/contact/provision.html)をご覧ください。   

申込締切日を過ぎた科目につきましては、科目の成立・不成立についてご確認の上、お申し込みください。   

募集要項 
 

お申込みはこちらから 
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アクセス 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

お気軽にお問い合わせください。 

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-2 

コモレ四谷 グローバルスタディスクエア3F 

TEL 03-3359-9621  FAX 03-3353-8908 

JR 中央線・総武線／東京メトロ丸ノ内線・南北線  

四ツ谷駅より徒歩3分 
 

●事務取扱時間 学院Webサイトでご確認ください。 


