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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 
International Education Center (IEC) / Nichibei Kaiwa Gakuin 
 

短期プログラム 2012年 
 

日曜短期集中セミナー（各1回完結） 
▸ 自立英語学習法 （6/24, 7/22） 

▸ 通訳メソッドでリスニング・スピーキング力強化 （7/29, 8/26） 

▸ 高速和文英訳 中級2 （7/1） 

▸ TOEIC®テスト 英文法・語彙頻出問題 めざせ600・800（7/22） 

 

▸ 夏季集中セミナー:  

   短期コース（お盆期間 8/10～8/19） 
▸ 無料講座 The Bilingual Job Market 

- バイリンガル・プロフェッショナルのためのジョブサーチ・テクニック - 

▸ 就職活動・ヘッドハンター対策 

▸ 自立英語学習法 

▸ ビジネス英語 初級・中級・上級 

▸ 発信力・表現力強化 初級・中級 

▸ TOEIC®テスト対策 ターゲット600・730・900 

   通訳メソッド活用コース 
▸ 通訳メソッド活用 日曜クラス （8/19～9/23、全5回） 

▸ 通訳メソッド活用 水曜クラス （8/22～9/26、全6回） 

▸ 通訳メソッド活用 金曜クラス （8/24～9/28、全6回） 

 

期間限定特別科目 
▸ リーディング（National Geographic）上級1 （5/9～9/19） 

 

 

 

 

 

www.nichibei.ac.jp 

中途受講受付中 
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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））  
 

 
 

■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 
6/24（日） 10:00～17:00 

（昼休み12:40～13:40） 

330分×全1回 

6/15（金） 
20 

14,850円 53012 

7/22（日） 7/13（金） 14,850円 53013 
  
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修得します。 

● 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 

 

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。 

 

学習プランの作成 

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を作成します。目標に到達するための中長期プランを実際

に作成します。 

 

※上記3回はそれぞれ同じ授業内容です。 

（注1）文章をまとめる 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
 

 
 
 

■通訳メソッドでリスニング・スピーキング強化 
※レベル（「上級1 TOEIC 700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 

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～ 
7/29（日） 10:00～17:00 

（昼休み12:40～13:40） 

330分×全1回 

7/20（金） 
18 

14,850円 57585 

8/26（日） 8/17（金） 14,850円 57587 
 
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修得⇒スクリプト配布後にサイト・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 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
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■発信力・表現力強化 
※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 

高速和文英訳 中級2 鈴木 滋 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 科目コード 

中級2 TOEIC 600点～ 7/1（日） 

10:00～17:00 

（昼休み12:40～13:40） 

330分×全1回 

6/22（金） 18 14,850円 57405 

 
通訳トレーニングを体験し、瞬時に発信する力を鍛えます。 

 

「母語で考えることが発信のベースになっているため、即座に英語で発信できない」という方に、日→英の即時転換トレーニングを

行います。 

 

高速和文英訳（注 1）や、サマライジング（注 2）といった手法を用い、瞬時にセンテンスを英語に変換します。 

さらに、まとまりのある文章を聞き手・読み手に分かり易い英語で伝えるスキルを身につけます。語彙・表現・文法・文章構成が身

体の一部になるまで徹底的に反復練習し、センテンス単位からパラグラフ単位まで、素早くかつ適切に発信する力を身につけま

す。 

 

● センテンス：  シーンもしくは定型表現別に、和文を英文に瞬時に直すトレーニング 

● まとまりのある文章：  ある程度ボリュームのある文章を聴いて・読んで、要約するトレーニング 

 

（注1）日本語文を瞬時に英語に変換する 

（注2）文章をまとめる 

 

使用教材は、6月に各教材の前半部分を、7月に後半部分を使用します。クラス内で使用されなかった箇所については、学習方法

を指導します。 

 

使用教材： どんどん話すための瞬間英作文トレーニング（ベレ出版）、速読速聴・英単語Daily1500 ver.2（Z会） 
 

 
 
 

■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～ 
7/1（日） 

10:00～17:00 

（昼休み12:40～13:40） 

330分×全1回 

6/22（金） 18 14,850円 56203 

めざせ800 
中級2 

TOEIC 600点～ 
7/22（日） 

10:00～17:00 

（昼休み12:40～13:40） 

330分×全1回 

7/13（金） 18 14,850円 56408 

 
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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短短期期ココーースス（（おお盆盆期期間間））  
 

 
 
 
■無料講座 

科目名 講師 使用言語 

The Bilingual Job Market / 
バイリンガル・プロフェッショナルのためのジョブサーチ・テクニック 

橋本 直也 英 

レベル 授業日時 回数 定員 学費 

英語を学ぶすべての方対象 7/7（土） 11:00～12:00  1 18 無料 

 

外資系企業や国際的視野を持つ日系企業が増える中、英語で仕事をできるプロフェッショナルへの需要は急増しています。バイリ

ンガルのジョブ・マーケットとはどのようなものかについて、外国人ヘッドハンターとのうまいやり取りの仕方、英文レジュメの書き方、

そして英語面接のこなし方、などについて話します。 
 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
  

無料講座お申し込み方法 

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メール: info@nichibei.ac.jp 
 
 
 

■就職活動・ヘッドハンター対策 
科目名 講師 使用言語 

Acing the Bilingual Job Market / 英語でジョブ・マーケットを制覇 橋本 直也 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 8/19（日） 

10:00～17:00 

（昼休み12:40～13:40） 

330分×全1回 

7/27（金） 18 14,850円 53014 

 
ジョブ・サーチで成功するには？ 

ニューヨークと東京で10年間のリクルーティング・人材採用の経験を持つ講師が、バイリンガルのジョブ・マーケットで成功する秘訣

を英語で説明します。グローバル人材の必要性が常に問われる今日、英語で仕事をできるプロフェッショナルへの需要は急増して

います。外国人ヘッドハンターの効果的使い方、英文レジメの書き方、英語面接のこなし方、について解説します。 

本集中講座を通して、就職・転職活動において、英語で自分をマーケットし、ベストの成果を出す自信を身につけましょう！ 

 

ヘッドハンター・セクションの狙い： ヘッドハンターとはどのような職業か、ヘッドハンターを利用して最も効果を上げるにはどのよう

にやり取りしたらいいか、などについて講師の経験を踏まえて説明します。 

 

● 定義 ● ヘッドハンティング実態 ● 効果的な利用の仕方 

 

英文履歴書セクションの狙い： レジュメ、カバーレター、レファレンスレターなどの効果的書き方について、サンプルをコメント・添削

しながら学んでいきます。 

 

● 就職活動・転職活動の心得 ● インパクトのあるレジュメ ● 効果的なカバーレター 

● 適切なレファレンスレター ● Functional resumeについて 

 

面接セクションの狙い： 面接の仕方について、実例を豊富に取り入れてベストの姿勢と作戦を身につけます。 

 

● 英語面接の基礎的心得 ● 癖のある質問をどうこなすか ● 必ず相手側に訊くべき質問 

● Behavioral Interviewingテクニック  

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
 

 
  

mailto:info@nichibei.ac.jp
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■自立英語学習法 
科目名 講師 使用言語 

自立英語学習法 和久井 ふみ 英日 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 科目コード 

全レベル 8/11（土） 

10:00～17:00 

（昼休み12:40～13:40） 

330分×全1回 

7/27（金） 20 14,850円 53015 

 

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修得します。 

● 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 

 

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。 

 

学習プランの作成 

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を作成します。目標に到達するための中長期プランを実際

に作成します。 

 

（注1）文章をまとめる 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
 

  
  

  

  

■ビジネス英語  
※レベル（「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 

ビジネスコミュニケーション 初級 Conor Curtis 英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 科目コード 

TOEIC 400点～ 

8/13（月）～16（木） 

14:00～17:10 

（180分×全4回） 

7/27（金） 15 32,400円 55205 

 
スピーキングとリスニングを中心に、クラス内で英語を実際に多く使うことでビジネスコミュニケーション力を身につけます。 

日常業務のほかに、身の周りにあるビジネストピックを題材に以下の項目を達成することを目指します。 

 

● 表現力 使用頻度の高いビジネス口語表現を使って、日常的な業務をこなす 

● ビジネスシーン 短文を使って、伝えたいことを自分の言葉で説明する 

● 文法 SVOの語順を使って文を作り、話すことができる 

● リスニング・リーディング 身近な話題に関する会話や文章の要点を大まかにつかむ 

 

講師とのやり取りも多く、ロールプレイで学んだスキルをすぐに実践できます。即戦力となる英語力が身に付く、忙しい方にお奨めの

効果的な科目です。 

 

使用教材： Business Venture 3
rd

 Edition Level 2 （Oxford University Press） 
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科目名 講師 使用言語 

ビジネスアウトプットトレーニング 中級・上級 Stuart Cowap 英 

クラス レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 科目コード 

中級 TOEIC 500点～ 

8/13（月）～16（木） 

09:30～12:40 

（180分×全4回） 

7/27（金） 15 32,400円 55302 

上級 TOEIC 800点～ 

8/13（月）～16（木） 

14:00～17:10 

（180分×全4回） 

7/27（金） 15 32,400円 55610 

 

「知っているけれど使えない」を、発信型の「使える」ビジネス英語スキルに変えます 

様々なビジネススキルが組み込まれたケーススタディーを通して、即役立つビジネス英語スキルを身につけます。キャリアアップを

図る上でビジネス英語スキルは必須条件。コミュニケーションを深め、ビジネスを円滑にする強力なツールです。ビジネスで求めら

れる迅速に正確にそして論理的に「話す」・「書く」スキルを、参加型トレーニングで身につけます。 

 
● Meeting 
● Telephoning 
● Presenting information  
● E-mail writing 
● Understanding reports 
 

各スキルを受講生のレベルに合わせて指導します。Eメール作成では、サンプルの模範メールの他に講師からのフィードバックを受

けることができます。 

 

【ビジネスアウトプットトレーニング 上級】では、Formality（More formal／Less formal）も学びます。 

 

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 

ビジネスEメールライティング 中級・上級 Karina North 英 

クラス レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 科目コード 

中級 TOEIC 500点～ 

8/10（金）、11（土） 

9:30～12:40 

（180分×全2回） 

7/27（金） 15 16,800円 55309 

上級 TOEIC 800点～ 

8/10（金）、11（土） 

14:00～17:10 

（180分×全2回） 

7/27（金） 15 16,800円 55612 

 
伝えたい内容を、誤解をまねかないように正しく伝える書き方を学びます 

状況と相手による語彙の使い分け・ロジカルな構成・簡潔な表現など、ビジネスを遂行するために必要なライティングのスキルを実

践トレーニングで磨きます。相手や場面に合わせて適切な言葉遣いでEメールを書く方法を学びます。使用頻度の高い場面を題材

に、実際にメールを書き、講師がフィードバックをします。 

 

● ライティングの4C（Clear、Concise、Correct、Courteous）  

● メール頻出表現  

● 様々な目的のメールの構成 

● 相手や状況に合わせて適切なフォーマル度（フォーマル・カジュアル）で書く 

 

【ビジネスEメールライティング 上級】では、完成度の高いEメール・ビジネスレポートの作成スキルを学びます。 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
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■発信力・表現力強化 
※レベル（「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 

発信力・表現力強化 初級・中級 
初級： キマニ涌井 理恵 

中級： 濱田 敬 
英日 

クラス レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 科目コード 

初級 TOEIC 300点～ 

8/10（金）、11（土）、13（月） 

9:30～12:40 

（180分×全3回） 

7/27（金） 18 24,300円 53107 

中級 TOEIC 500点～ 

8/10（金）、11（土）、13（月） 

14:00～17:10 

（180分×全3回） 

7/27（金） 18 24,300円 53302 

 
「知っている」を「できる」に変える3日間 

英語学習に欠けがちな受信（聴き取り、読み取り）と発信（口頭、文書）をつなぐ即時応用練習を徹底的に行います。 

日本語から英語へのスムーズな発信回路をつくります。  

 

● 構文整理 今持っている英語の知識を整理する 

● 発信訓練 シンプルで正確な文を瞬時に作成し、声に出して発信するトレーニングを大量に行う 

● 定着・応用 話し、書いて学習した表現を完全に自分のものにする 

 

【表現力・発信力強化 中級】は、より難易度の高い語彙・構文を扱います。 

 

使用教材：  

初級： アメリカ口語教本・初級用（最新改定版） （研究社） 

中級： アメリカ口語教本・中級用（最新改定版） （研究社） 
 

 

科目名 講師 使用言語 

高速和文英訳 初級・中級 
初級： 鈴木 英規 

中級： 鈴木 滋 
英日 

クラス レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 科目コード 

初級 TOEIC 300点～ 

8/14（火）～16（木） 

9:30～12:40 

（180分×全3回） 

7/27（金） 18 24,300円 57101 

中級 TOEIC 500点～ 

8/14（火）から16（木） 

13:00～15:40 

（150分×全3回） 

7/27（金） 18 20,250円 57302 

 
「日本語で考えることが発信のベースになっているため、即座に英語で発信することができない」という方のための、日→英の即時

転換トレーニング 

 

高速和文英訳（注1）や、サマライジング（注2）といった手法を用い、瞬時にセンテンスを英語に変換します。 

さらに、まとまりのある文章を聞き手・読み手に分かり易い英語で伝えるスキルを身につけます。語彙・表現・文法・文章構成が身体

の一部になるまで徹底的に反復練習し、センテンス単位からパラグラフ単位まで、素早くかつ適切に発信する力を身につけます。  

 

● センテンス シーンもしくは定型表現別に、和文を英文に瞬時に直すトレーニング 

● まとまりのある文章 ある程度ボリュームのある文章を聴いて・読んで、要約するトレーニング 

 

注1）日本語文を瞬時に英語に変換する   注2）文章をまとめる  

 

使用教材：  

初級： 究極の英語スピーキング Vol. 2 （アルク） 

中級： どんどん話すための瞬間英作文トレーニング （ベレ出版）、速読速聴・英単語Daily1500 ver.2 （Z会） 
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■TOEIC®テスト対策 
この夏、目標TOEICスコア獲得にかける方にお奨めです。 

科目名 講師 使用言語 

TOEICテスト ターゲット600  Reibi Kim 英日 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 科目コード 

TOEIC 400点～ 

8/11（土）、13（月）、14（火）、15（水）、16（木） 

14:00～17:10 

（180分×全5回） 

7/27（金） 18 40,500円 56204 

 
目標スコアへの最短ルート。実践力を身につけ、スコアアップをはかる15時間集中 

  

● TOEICテストのListeningとReadingセクションの各パートの問題の傾向を理解し、攻略法を身につける 

● 効果的なタイムマネジメントを身につける 

● ビジネス系の語彙に慣れ、速読を身につけ、時間内に問題を解き終える 

● 大意と詳細を聴き取り、Part 3 & Part 4で高得点を目指す 

● 600点獲得への着実なTOEICテスト対策や学習法を知る 

 

使用教材： 日本語からはじめる新TOEICテスト20日間基礎強化ワークブック （アルク）  
 

 

科目名 講師 使用言語 

TOEICテスト ターゲット730・900 小山 克明 英日 

クラス レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 科目コード 

ターゲット
730 

TOEIC 600点～ 

8/10（金）、11（土）、13（月）、14（火）、15（水）、16（木） 

14:00～17:10 

（180分×全6回） 
7/27（金） 18 48,600円 56409 

ターゲット
900 

TOEIC 800点～ 

8/10（金）、11（土）、13（月）、14（火）、15（水）、16（木） 

9:30～12:40 

（180分×全6回） 
7/27（金） 18 48,600円 56603 

 
数多くのTOEICテスト対策の書籍を執筆している著者が、頻出問題を厳選し直接指導 

 

● TOEICテストのListeningとReadingセクションの各パートの問題の特徴と傾向を把握 

● 各パートの問題タイプ別の攻略法を演習問題でマスター 

● 効果的なタイムマネジメントの修得 

 

ターゲット730： 英語力増強をベースにした730点獲得への着実なTOEICテスト対策や学習法を知る 

ターゲット900： 速読・速聴など900点突破のために必要な英語力アップのための効果的な学習法 

 

使用教材：  

ターゲット730： 3週間で攻略 新TOEICテスト730点！第2版 （アルク）、新TOEIC TEST英単語出るとこだけ（アルク） 

ターゲット900： 新TOEICテスト900点突破20日間特訓プログラム （アルク）、新TOEIC TEST英単語出るとこだけ（アルク） 
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夏夏季季集集中中セセミミナナーー：：  通通訳訳メメソソッッドド活活用用ココーースス  
 

 

 

 

通訳メソッドを用いて英語力を向上させたい方にお奨めの夏季集中セミナーです。 

10月期の通訳メソッド活用コースのご受講を検討されている方にもお奨めです。 

 
 

◆新規受講生◆ 

この夏季集中セミナー（一部科目除く）をご受講の方で、2012年10月期の「通訳メソッド活用コース」をお申し込みの方には、ご

受講開始後10月期の授業料の割引（1,000円還付）があります。但し、10月期の早期申込割引期間内（～9/19）にお申し込みさ

れた方に限ります。 

 

◆通訳メソッド活用コース在籍者◆ 

この夏季集中セミナーを割引料金でご受講いただけます。 

 

なお、9月下旬には「通訳翻訳セミナー」（1回より参加可）を実施します。詳細は8月中旬より学院ホームページにて発表します。 
 

※レベル（「TOEIC 700点～」等）は一応の目安です。 ※「メソッド在籍生」：2011年度～「通訳メソッド活用コース」在籍生 

科目名 レベル 講師 使用言語 

通訳メソッド活用 

聴解力・読解力・語彙力強化クラス 

TOEIC 700点程度～ 

「通訳メソッド活用コース」レベル1～2相当 
濱田 敬 英日 

曜日 時間 授業日程 申込締切 定員 学費 科目コード 

日 10:00～12:00 
8/19～9/23  

（全5回、9/9休み） 
8/3（金） 10 

新規受講生 28,600円 56517 

メソッド在籍生 27,170円 56518 

金 19:00～21:00 8/24～9/28 （全6回） 8/3（金） 10 
新規受講生 34,320円 56521 

メソッド在籍生 32,600円 56522 
 
日常の英会話では十分カバーできない分野（経済、政治、国際関係など）を英語を通して学習することで、より高い英語力を養成

します。通訳演習を導入し、高度で正確な英語によるコミュニケーションスキルを磨きます。 

 

聴解力強化（隔回） 

ニュース、スピーチ等をリピート、逐次訳出で一言一句落とすことのないように集中して聴き、理解する力を身につけます。 

 

読解力強化（隔回） 

前倒し訳出、サイト・トランスレーションのテクニックを活用し、英文の意味をブロック単位で理解するスキルを養成します。英文を

見ながらその語順どおりに日本語に訳出していくサイト・トランスレーション練習で英語の語感が身につきます。英文の順序どおり

に英語を即座に理解できるようになります。 

 

日曜クラス、金曜クラスの併行受講可。 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
 

 
 

科目名 レベル 講師 使用言語 

通訳メソッド活用 日曜クラス 
TOEIC 700点程度～ 

「通訳メソッド活用コース」レベル2～相当 

Reibi Kim & 
Kenneth Sagawa 

英日 

曜日 時間 授業日程 申込締切 定員 学費 科目コード 

日 10:00～12:00 
8/19～9/23 

（全5回、9/9休み） 
8/3（金） 10 

新規受講生 28,600円 56523 

メソッド在籍生 27,170円 56524 
 
英文の内容を正確に理解し通訳できるように、リスニングを重点的に練習します。スラッシュ・リスニング、リピーティング、 

シャドーイングを中心に、段階的により高い理解力を養成します。まとめとして、サイト・トランスレーションや要約の練習もします。 

2名の講師が隔週で担当します。 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
 

  

割引特典 
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科目名 レベル 講師 使用言語 

通訳メソッド活用 通訳クラス 
TOEIC 700点程度～ 

「通訳メソッド活用コース」レベル3相当 
稲葉 麻里子 英日 

曜日 時間 授業日程 申込締切 定員 学費 科目コード 

金 19:00～21:00 8/24～9/28 （全6回） 8/3（金） 10 
新規受講生 34,320円 56527 

メソッド在籍生 32,600円 56528 
 
通訳の訓練方法（リピーティング、ノート・テイキング、サイト・トランスレーション）を取り入れて、リスニングの精度を高めます。 

身近な時事問題を教材とし、英⇔日の逐次通訳に挑戦します。また、日本文化（観光地、政治、教育制度、食生活など）について、 

英語で簡潔に紹介する練習を行います。 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
 

 
 

科目名 レベル 講師 使用言語 

通訳メソッド活用 水曜クラス 
TOEIC 700点程度～ 

「通訳メソッド活用コース」レベル1～2相当 
岡本 恵子 英日 

曜日 時間 授業日程 申込締切 定員 学費 科目コード 

水 10:00～12:00 8/22～9/26 （全6回） 8/3（金） 10 
新規受講生 34,320円 56529 

メソッド在籍生 32,600円 56530 
 
基礎的な通訳トレーニング方法（リピーティング、シャドーイング、サイト・トランスレーション、クイック・レスポンス、パラフレージング、

英日逐次通訳練習など）を通してリスニング・スピーキングを中心に総合的な英語力の強化を図ります。英語を正確に聴き取り、 

情報を英語の語順で理解できるようにし、英語の発信力を高めていきます。上級レベルの英語力修得を目指します。 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
 

 
 

科目名 レベル 講師 使用言語 

通訳メソッド活用 金曜クラス 
TOEIC 700点程度～ 

「通訳メソッド活用コース」レベル2～相当 
大島 万里子 英日 

曜日 時間 授業日程 申込締切 定員 学費 科目コード 

金 19:00～21:00 8/24～9/28 （全6回） 8/3（金） 10 
新規受講生 34,320円 56559 

メソッド在籍生 32,600円 56560 
 
「内容を正確に理解する」と「スピーキング向上」を2本の柱にして、リピーティング、サマライジング（注1）、英語での内容再生（リプロ

ダクション）、英日通訳を練習します。上級レベルの英語力修得を目指します。 

 

（注1）文章をまとめる 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
 

 
 
 
 
 

継続して通訳メソッドを使った英語力向上クラスを受講したい方に・・・  

 

通訳メソッド（リピーティング、シャドーイング、リプロダクション等）を用いて英語力を高めることを目的としたコースです。 

レベル毎に段階的に学習していきます。一番上のレベル3から、当学院同時通訳科本コースへ内部進級も可能となっており、 

将来本格的な通訳訓練を目指される方の準備過程でもあります。 

開講期：4月・10月 （詳細は総合案内書の「通訳メソッド活用コース」の箇所をご参照ください。） 

 

 

  

日米会話学院 通訳メソッド活用コース 
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期期間間限限定定特特別別科科目目  
 

 

 
科目名 レベル 講師 使用言語 

リーディング（National Geographic）上級1 上級1 TOEIC 700点～ Anthony Demko 英 

曜日 時間 授業日程 申込締切 定員 学費 科目コード 

水 13:25～15:00 
5/9～9/19  

（全17回、6/27, 7/4, 8/15休み） 

開講中 

中途受講可 
18 63,750円 54506 

 
National Geographic誌の記事から、科学、文化、歴史、医療、環境、大衆文化、社会など幅広いトピックを取り上げます。語彙を

増やしたい方、知的好奇心を満たしたい方にお奨めです。授業では講師と受講生が選んだ記事を読み、内容についての理解を

深めます。 

また、ディスカッションを多く行いますので、英語で理解し、英語で表現する能力が身につきます。 

 

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 

COWAP, STUART ボーンマス大学（英国）卒（コミュニケーション･情報システム）。 

CURTIS, CONER エマーソン大学卒（マーケティングコミュニケーション学）。 

DEMKO, ANTHONY ワシントン大学大学院修士課程修了（中国文学）、ミラーズビル大学卒（フランス語）。 

HAMADA, KEI  

濱田 敬 

独協大学外国語学部卒（英語学科）、当学院同時通訳科卒。 

英語教育機関にて英語コース担当講師。 

HASHIMOTO, NAOYA 

橋本 直也 

ユダヤ神学校〔米国〕修士課程修了（ユダヤ学）、メリーランド大学大学院修士課程修了（政治学）、 

ニューヨーク市立大学大学院博士課程（政治学）に学ぶ。筑波大学卒（西洋哲学）。 

フリーランス通訳・翻訳者。元米国ニューヨーク州人材紹介会社勤務。 

INABA, MARIKO  

稲葉 麻里子 

シティ大学大学院（英国）アート・マネジメントディプロマ課程修了、日本女子大学卒（英文科）、 

当学院同時通訳科卒、東京工業大学非常勤講師。 

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。 

KIMANI WAKUI, RIE 

キマニ涌井 理恵 
コロンビア大学大学院修士課程（TESOL）、エッカード大学卒（国際関係）。 

NORTH, KARINA ハダーズフィールド大学（英国）卒（応用栄養学）。外務省英語研修担当。 

OKAMOTO, KEIKO  

岡本 恵子 
津田塾大学卒（英文学）。フリーランス翻訳家。 

OOSHIMA, MARIKO  

大島 万里子 

コロンビア大学大学院修士課程修了（TESOL）、津田塾大学卒（国際関係）。 

英語教育機関にて通訳者養成コース担当、フリーランス通訳者。 

OYAMA, KATSUAKI 

小山 克明 

テンプル大学大学院修士課程修了（TESOL）、早稲田大学卒（生体機能学）。 

東洋学園大学・東京都市大学・関東学院大学・日本大学・東京理科大学大学院非常勤講師。 

「新TOEIC
®テスト900点突破20日間特訓プログラム」 （アルク）著者。 

SAGAWA, KENNETH 
ウィスコンシン大学大学院博士課程に学ぶ（アジア史）、 

カリフォルニア大学大学院バークレー校修士課程修了（アジア史）、ハワイ大学卒（アジア史）。 

SHARP, CONAN ポートランド州立大学卒（経済学）。 

SUZUKI, HIDENORI 

鈴木 英規 

ランカスター大学大学院哲学博士、東北大学大学院博士前期課程修了（国際文化）。 

桜美林大学非常勤講師（英語）。 

SUZUKI, SHIGERU  

鈴木 滋 
サンホセ州立大学修士課程修了（TESOL）、亜細亜大学卒（経営学）。 

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」は中途受講はできません。 

「夏季集中セミナー：短期コース（お盆期間）」、「夏季集中セミナー：通訳メソッド活用コース」、「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」、「夏季集中セミナー：短期コース（お盆期間）」、「夏季集中セミナー：通訳メソッド活用コース」、 

「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。 
2012.6.23 

アクセス 

   
  

お気軽にお問い合わせください。 


