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日日曜曜短短期期集集中中セセミミナナーー（（11回回完完結結））  
 

 

  一般財団法人 国際教育振興会 日米会話学院  since 1945 
  International Education Center (IEC) / Nichibei Kaiwa Gakuin 
 

短期プログラム 2012年秋季              

 

日曜短期集中セミナー（各1回完結） 
▸ 自立英語学習法 （10/21, 11/18, 12/16） 
▸ 通訳メソッドでリスニング・スピーキング力強化 （10/21, 11/18, 12/16） 

▸ TOEIC®テスト 英文法・語彙頻出問題 めざせ600・800 （11/4, 12/9） 

 

期間限定特別科目（各全7回） 
▸ 英語発音のしくみ A （11/6～12/18 火曜日） 

▸ 構造的英文把握 （11/10～12/22 土曜日） 

 
 

 
■自立英語学習法 －Methods for Independent Learning－ 

科目名 講師 使用言語 

自立英語学習法 和久井 ふみ 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 科目コード 

全レベル 

10/21（日） 
10:00～17:00 

（昼休み12:40～13:40） 

330分×全1回 

10/12（金） 

20 

14,850円 53016 
 

11/18（日） 11/09（金） 14,850円 53017 

12/16（日） 12/07（金） 14,850円 53018 
  
忙しいビジネスパーソンや学生が、空いている時間を使って効率的に英語力を身につける方法を紹介します。 

 

今、注目を集めつつある「自立英語学習法」セミナーで自分にあった学習方法を学んでください。 

 

学習法の紹介 

各学習法を紹介し実際に練習します。どのような教材を使って、どういう手順で、何に気をつけて学習するかを習得します。 

● 音読 ● ディクテーション ● オーバーラッピング 

● シャドーイング ● リピーティング ● サマライジング（注1）／パラフレージング 

● リプロダクション ● 高速和文英訳 ● 精読／多読 
（注1）文章をまとめる 

ディスカッション 

学習を継続させるためのコツについてディスカッションします。 

 

学習プラン作成のヒント 

上記の学習法を活用して効果的に英語力を伸ばすための学習プラン作成のヒントを指導します。 

 

※上記3回はそれぞれ同じ授業内容です。 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
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■通訳メソッド活用 
科目名 講師 使用言語 

通訳メソッドでリスニング・スピーキング強化 岡本 恵子 英日 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 科目コード 

上級1 

TOEIC 700点～ 

10/21（日） 
10:00～17:00 

（昼休み12:40～13:40） 

330分×全1回 

10/12（金） 

18 

14,850円 57584 

11/18（日） 11/09（金） 14,850円 57586 

12/16（日） 12/07（金） 14,850円 57588 

 
通訳トレーニングを体験し、リスニング・スピーキング力を鍛えます。 

 

通訳トレーニングでは、入ってくる情報をそのまま英語の語順で理解できるようにトレーニングをします。効率のよい口頭練習を 

行い、発音、イントネーションをチェックし、リスニング力・発話力だけでなく、長文読解力の向上にもつなげます。 

 

LL教室を使用、ご自分のパフォーマンスを録音・チェックしながら上級の英語力を磨く、実践型の授業です。 

1日集中授業で「通訳者養成プログラム 通訳メソッド活用コース」のエッセンスを学びます。「通訳メソッドコース」をご受講希望の

方にも体験授業としてお奨めします。 

 

● オーバーラッピング・シャドーイング   パフォーマンスを録音してチェック⇒問題点を把握し、繰り返し練習します 

● クイック・リスポンス 語彙力・瞬発力をチェック⇒テンポの良い練習で心地良く負荷をかけます 

● スラッシュ・リスニング 頭ごなし訳のコツを習得⇒スクリプト配付後にサイト・トランスレーションを実施し、 

 長文読解力も鍛えます 

● アクセントの聴き分け イギリス英語、オーストラリア英語など、聴き分けのコツを学びます 

 

※（継続受講不可） TOEIC®テスト700点相当以上の英語力をお持ちで、過去に同科目を受講したことがない方が対象です。 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 

 

■検定試験対策（TOEIC®テストスコアアップのための攻略法） 
※レベル（「中級2 TOEIC 600点～」等）は一応の目安です。英会話、ビジネスのご経験等も合わせてご検討ください。 

科目名 講師 使用言語 

TOEICテスト 英文法・語彙頻出問題 めざせ600・800 Reibi Kim 日英 

クラス レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 科目コード 

めざせ600 
初級2 

TOEIC 400点～ 
11/4（日） 

10:00～17:00 

（昼休み12:40～13:40） 

330分×全1回 

10/26（金） 18 14,850円 56206 

めざせ800 
中級2 

TOEIC 600点～ 
12/9（日） 

10:00～17:00 

（昼休み12:40～13:40） 

330分×全1回 

11/30（金） 18 14,850円 56410 

 

TOEICのスコアアップの鍵になるReading Part 5とPart 6の文法・語彙頻出問題を、文法項目別に演習形式で学びます。 

TOEICに不可欠な英文法の頻出事項を体系的に整理し、スコアアップ力を着実に高めます。同時に、英語力アップのコツや有効

な学習法を学びます。 

 

● Part 5 & 6の文法・語彙頻出問題パターン 

● 頻出問題の解法と攻略ポイント 

● 設問の速読のコツ 

● 問題解法のためのタイムマネジメント 

 

使用教材：  

めざせ600： TOEIC
 
TEST 英文法・語彙ベーシックマスター （Jリサーチ出版） 

めざせ800： 新TOEIC
 
TEST 英文法・語彙スピードマスター （Jリサーチ出版） 
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期期間間限限定定特特別別科科目目（（1111月月開開講講））  
 

 
 
■発音 

科目名 講師 使用言語 

英語発音のしくみ A 松浪 晋也 英日 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 科目コード 

中級1 

TOEIC 500点～ 
火曜日 

11/6（火）～12/18（火） 

19:00～20:30 

90分×全7回 

10/26（金） 18 28,350円 54304 

発音矯正の専門家が教鞭を執る秋季短期科目 

英語の母音、子音、ストレス、イントネーションについて学びながら、発音の練習をしていきます。また、日本語の発音との違いにつ

いて考え、日本語のクセが英語の発音のどのようなところに出てくるのか注目していきます。 

 

Aクラスは母音に焦点をあてます。 

 

※ 英語の子音に焦点を当てて学ぶ「英語発音のしくみ B」は、2012年10月期・2013年1月期総合案内（p.65）をご参照ください。 
 

使用教材：  英語の発音エクセサイズ（改訂版） （DTP出版） 
 

 
 

■英文法 

科目名 講師 使用言語 

構造的英文把握 勝村 仁子 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 科目コード 

中級1 

TOEIC 500点～ 
土曜日 

11/10（土）～12/22（土） 

16:40～18:40 

110分×全7回 

10/26（金） 18 34,650円 54305 

 
 

英文を正確に読み取る力を養成するコースです。 

英文を組み立てている文法構造を正確に解析する練習をおこなう過程で、英文法をマクロな視点からながめると同時に、ミクロ

な諸規則について、詳細に検討します。英語の読解力を磨きたい方や、英文法の知識を確認し直したい方にお奨めします。 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
 

  

  

  

 
 
 

■講師 （担当講師に変更が生じる場合があります。ご了承ください。） 

講師名（ABC順） 経歴 

KATSUMURA, JINKO 

勝村 仁子 

お茶の水女子大学大学院博士課程修了、同大学修士課程修了、トロント大学大学院修士課程修了、 

国立音楽大学卒（音楽学）、慶応義塾大学卒（英米文学）、当学院同時通訳科卒。 

お茶の水女子大学、慶応義塾大学、明治学院大学講師。 

KIM, REIBI 

金 鈴美 

サンフランシスコ大学大学院修士課程修了（TESL）、共立女子大学卒（英文学）。 

法政大学デザイン工学部非常勤講師。 

MATSUNAMI, SHINYA 

松浪 晋也 

ハワイ大学大学院言語学博士、ジョージタウン大学大学院言語学修士課程修了、早稲田大学社会学部卒（社会科学）。 

東京経済大学、フェリス女学院大学、明治学院大学講師。 

OKAMOTO, KEIKO  

岡本 恵子 
津田塾大学卒（英文学）。フリーランス翻訳家。 

WAKUI, FUMI  

和久井 ふみ 
カリフォルニア州立大学大学院修士課程修了（TESOL）、フェリス女学院大学卒（英文学）。 
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募募集集要要項項  
 

 
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。 
 

受付締切日  

  各科目案内に記載の締切日をご確認ください。 
 

受講申込および学費納入 

1） 所定の「受講申込書」に必要事項を記入し、学院窓口に提出するか、FAX（03-3353-8908）または郵送にてお申し込みください。 

FAXでお申込みの場合は受信確認のため、送信後電話でご連絡ください。 

 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） 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。 

3） 受講料は原則として「受講案内」が到着後、3日以内に同案内に記載の方法でお支払いください。 

 ※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。 
 

教材 

教材費は科目により1,000～5,000円程度です。開講日に学院1階窓口にてご購入ください。詳細は科目成立のご案内に記載します。 

（プリント教材を使用する科目は、教材費はかかりません。） 
 

中途受講 

「日曜短期集中セミナー」の中途受講はできません。 「期間限定特別科目」は中途受講可能です。 
 

早期申込割引 

「日曜短期集中セミナー」、「期間限定特別科目」は早期申込割引の適用はございません。 
 

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（支払い済み学費÷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。 

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口座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（当学院）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。 

 ※クラス変更または受講撤回の場合、授業開始日から申出日までの期間は授業が行われている限り、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。また、申出日が授業日の場合も同様にみなします。 
 

受講約款につきましては、学院ホームページ（http://www.nichibei.ac.jp/contact/provision.html）をご覧ください。 
 
 
 
 
 

2012.10.3 

 

   
  

お気軽にお問い合わせください。 


