2017年7月23日（日）～8月16日（水）
主催： 一般財団法人 国際教育振興会
協力： 日米会話学院

www.iec-nichibei.or.jp
www.nichibei.ac.jp

【ご挨拶】
第21回英語教育方法研究セミナーは、中等教育の実践に関わられる現職教員の方々を主たる対象として企画されています。
小学校、中等教育の現場で応用可能な英語教授法の多様な側面をご紹介し、受講者の皆さまにも参加して頂く、実践演習
方式のクラス構成となっています。
小学校・中学校・高校での英語教育は、単に進学準備のためのものに留まらず、次世代の青少年の職業選択、専門家と
しての技術訓練、次世代社会の指導者の育成にまでも大きく関わるべきものであります。そのすべての基礎は中学・高校での
学習・指導にあります。このセミナーが英語教育にかかわる皆様の有益なものとなりますよう、ご多忙とは存じますが、是非とも
ご参加くださいますようお願い申しあげます。
一般財団法人国際教育振興会 代表理事
日米会話学院 学院長
向後 純一

【概要】
主

催

一般財団法人 国際教育振興会
International Education Center （IEC）

協

力

日

程

2017年7月23日（日）～8月16日（水）
詳細は次ページ以降をご確認ください。

会

場

対

象

小学校教員、中学・高校の英語教員、英語教員志望の大学生、英語教育に関心のある一般社会人など。

日米会話学院
日米会話学院校舎
（住所はお問い合わせ先に同じ）

申 込 方 法

最終ページの募集要項をご確認ください。

申込受付期間

2017年6月15日（木）～7月15日（土）
申込順の受付で、定員に達し次第締切ります。定員に余裕のあるセッションは募集期間終了後も各セッション開講日
までお申し込みいただけます。各セッションの空き状況につきましてはお電話にてお問い合わせください。

【科目一覧】
セッション

科目名

講師

日程

時間 （授業分数）

定員
（名）

受講料

コード
番号

1

通訳メソッドでリスニング・スピーキング強化

岡本 恵子

7/23(日)

10:00～16:50 （330分）
（昼休:12:40～13:40）

18

10,170 円

59271

2

デジタルネイティブ世代への新しい英語教育
入門編
～ICT機器の実例と授業への
効果的な活用法～

米田 謙三

7/26(水)

10:00～16:50 （330分）
（昼休:12:40～13:40）

25

10,170 円

59272

3

デジタルネイティブ世代への新しい英語教育
実践編
～タブレットや電子黒板・電子辞書
などのICT機器を活用した授業実例～

米田 謙三

7/27(木)

10:00～16:50 （330分）
（昼休:12:40～13:40）

25

10,170 円

59273

4

英語学習バラエティパック
～インプットからアウトプットまで～

柴原 智幸

7/28(金)

10:00～16:50 （330分）
（昼休:12:40～13:40）

25

10,170円

59274

5

通訳メソッドでリスニング・スピーキング強化

岡本 恵子

7/30(日)

10:00～16:50 （330分）
（昼休:12:40～13:40）

18

10,170 円

59275

6

パラグラフ・ライティング指導法

CARGOS, Kelly

7/31(月)

10:00～16:50 （330分）
（昼休:12:40～13:40）

25

10,170 円

59276

7

多聴多読で「4技能＋I」の基礎を育む
〜多聴多読授業10年を振り返り読書の力を
考える〜

鬼丸 晴美

8/1(火)

10:00～12:40 （150分）

25

4,620 円

59277

8

自立英語学習法
～アクティブラーナーを育てる～

鈴木 滋

8/1(火)

13:40～16:50 （180分）

25

5,550 円

59278

9

Survival English
～海外語学研修・修学旅行に備えて～

CARGOS, Kelly

8/2(水)

10:00～12:40 （150分）

25

4,620 円

59279

10

中高生対象 Listening & Speaking指導の実践
～海外ニュースを使って～

CARGOS, Kelly

8/2(水)

13:40～16:50 （180分）

25

5,550 円

59280

11

発話力トレーニング 入門編

HÜG, Joe

8/3(木)

10:00～12:40 （150分）

25

4,620 円

59281

12

発話力トレーニング 発展編

HÜG, Joe

8/3(木)

13:40～16:50 （180分）

25

5,550 円

59282

13

TOEFL iBT®テスト ライティング指導

村松 剛

8/6(日)

10:00～12:40 （150分）

25

4,620 円

59283

14

フォニックスを活用した音読指導の実践

荒井 惠子

8/6(日)

13:40～16:50 （180分）

25

5,550 円

59284

15

新学習指導要領を見据えた、今すぐ教えられる
小学校英語指導法

佐藤 久美子

8/7(月)

13:40～16:50 （180分）

25

5,550 円

59285

16

アクティブ・リーディングセミナー
午前 ～4技能を鍛えるアクティブな授業～
午後 ～心を読み解く英語リーディング～

和田 玲

8/15(火)

09:30～16:50 （360分）
（昼休:12:40～13:40）

25

11,100円

59286

17

増設 アクティブ・リーディングセミナー
午前 ～4技能を鍛えるアクティブな授業～
午後 ～心を読み解く英語リーディング～

和田 玲

8/16(水)

09:30～16:50 （360分）
（昼休:12:40～13:40）

25

11,100円

59287

※ 各セッションは質疑応答の時間を含みます。また、セッション内で10分程度の休憩を取ります。
※ セッション1、5 「通訳メソッドでリスニング・スピーキング強化」は、LL教室使用のため、定員を18名とさせていただきます。
（同内容につき、併行受講不可）
※ セッション11、12 「発話力トレーニング 入門編・発展編」は連動しています。1科目のみのご受講も可能ですが、合わせてのご受講を
お奨めします。
※ 学費は消費税込みの金額です。
※ セッション16、17は同内容につき、併行受講不可となります。

7月23日（日） ／ 7月30日（日）
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。
時間

10:00～16:50
（昼休：12:40～13:40）

10:00～16:50
（昼休：12:40～13:40）

科目名
セッション1

使用言語

コード番号

日英

59271

日英

59275

7月23日（日）

通訳メソッドでリスニング・スピーキング強化
セッション5

7月30日（日）

通訳メソッドでリスニング・スピーキング強化

通訳の訓練方法には英語学習のヒントがたくさんあります。通訳メソッドを体験し、スピーキング・リスニング力を鍛えながら、生徒指導
への活用法を探ります。このセッションでは、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。
LL教室を使用して、効率のよい口頭練習を行い、発音、イントネーションを自己チェックし、リスニング力・スピーキング力だけでなく、
長文読解力の向上にもつなげます。
単文、ダイアローグ、高校英語教材、CNNニュース、有名人のスピーチなど、目的別の様々な音声素材を取り上げ、ご自身のスキルアップを
図ると共に、授業運営のヒントとなるような提案を致します。
● クイックレスポンス
● シャドーイング

● スラッシュリスニング
● スラッシュリーディング

● リテンション
● サイトトランスレーション

● オーバーラッピング

なお、授業の後半には、LL教室以外で、例えば通常教室でもご活用いただけるICレコーダーを使用した学習について提案致します。
※トレーニングには、前年度と重ならないよう、新教材を使用します。（同内容のセッション1、5との併行受講不可）
講師： 岡本 恵子

7月26日（水）
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。
時間

科目名

使用言語

コード番号

日英

59272

セッション2

10:00～16:50
（昼休：12:40～13:40）

デジタルネイティブ世代への新しい英語教育 入門編
～ICT機器の実例と授業への効果的な活用法～

ICTを活用した実践例を紹介・体感していただきます。ポイントは2つです。1つ目は現在のICT機器はどんなものがあって、実際に学校で
どのように使われているか、どんな課題があるかということの共有、および意見交換を行います。2つ目は今回のポイントとなる授業での
ICT活用で、生徒の意欲向上と個に応じた指導実践例（タブレット、電子黒板、電子辞書活用）を紹介します。ICTは万能ではありません。
ICTを使っても使わなくても教師の指導力が問われるのは同じことです。
ICTに依存するのではなく、教師の弱点を補い、生徒の活動を活発にするための補助としてICTを活用することがポイントになります。
1. となりの学校ICT環境どうしてる？
学校現場でのICT教育の事例および取り組むべき課題点
● いま、教育情報化がどんなふうに進められているか。タブレット？Wi-Fｉ環境？
● 英語教育 4技能と21世紀型スキル
2. となりの学校ICT授業でどう使っている？
ICTを効果的に活用した授業ワークショップ
● CNNニュース教材を活用したICT活用授業体感
● タブレット（単語学習アプリ）、プレゼンテーションソフト（pptの効果的な活用）、電子辞書・電子黒板の効果的な活用
● 最新のデジタル教材やアプリの紹介
講師： 米田 謙三

7月27日（木）
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。
時間

10:00～16:50
（昼休：12:40～13:40）

科目名

使用言語

コード番号

日英

59273

セッション3

デジタルネイティブ世代への新しい英語教育 実践編
～タブレットや電子黒板・電子辞書などのICT機器を活用した授業実例～

ICTを活用した実践例、アクティブラーニング型授業例を参加者同士で紹介・共有していただきます。疑問・質問など参加者同士の実践を
通じて解決し、これからの授業でのヒントにしていただきたいと思います。
そのためにもICT機器の体感をしてもらいます。デジタル教材、電子黒板、タブレットソフト、電子辞書など どんな機器があって、どんな教材が
あるのか体感していただきます。またアクティブラーニング型授業実践ということで、アクティブラーニングとは何？から入り、ニュース番組を
活用した授業、グループワーク型授業を紹介・体感していただきます。ICTの持つ「低コスト」「即時性」のメリットを活かした国内・国外との
協働学習実践例なども紹介させていただきます。
1. となりの学校 ICT教育 どうしてる？ 何してる？
● いま、となりの学校では教育のICT化がどんなふうに進められているか？
● 効果的なICT活用のポイントは？
2. となりの学校のアクティブラーニング
● CNNニュース教材を活用したアクティブラーニング実践（教科横断型）
● 最新のデジタル教材やアプリの紹介・体感
講師： 米田 謙三

7月28日（金）
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。
時間

10:00～16:50
（昼休：12:40～13:40）

科目名
セッション4

英語学習バラエティパック ～インプットからアウトプットまで～

使用言語

コード番号

日英

59274

トータルな英語学習をしていただくことを通して、英語を学ぶ楽しさと奥深さを再認識し、授業に活かしていただくことが目的の講座です。
前半はインプットを中心に、「なぜ英語を学ぶのか」と言ったメタな切り口から、「コミュニケーションとはどのように行うべきか」という点に触れ、
発音練習を行なった後、リスニング、ディクテーション、簡易通訳練習、音声トレーニング（シャドウイング、オーバーラッピング、音読）、
英文暗唱などに取り組んでいただきます。
後半は、前半で使った教材から表現をいくつか借用しつつ、1分ほどのミニスピーチを作成し、練習して参加者の前で披露してみましょう。
発表前に個別指導も行います。
インプットからアウトプットまで総合的なトレーニングを行うことにより、より深い学びを体験していただきます。
講師： 柴原 智幸

7月31日（月）
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。
時間

10:00～16:50
（昼休：12:40～13:40）

科目名
セッション6

パラグラフ・ライティング指導法

使用言語

コード番号

英

59276

論理的な構成に則ったライティングを、体験しながら学びます。
英文ライティングの構成や特徴を学び、段階を踏んだライティングの流れを体験し、さらに指導の留意点も確認します。
ライティングの楽しさを体験しながら、教室での指導実践にお役立てください。
生徒のライティング力をつけたい、ライティングの指導に困っているなどの解決策としてご活用ください。
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講師：

CARGOS, Kelly

8月1日（火）
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。
時間

科目名

使用言語

コード番号

日英

59277

セッション7

10:00～12:40

多聴多読で「4技能＋I」の基礎を育む
〜多聴多読授業10年を振り返り読書の力を考える〜

「4技能＋I」のプラスIとは何か。
出来る自分のイメージを生徒と共有し、生徒が夢中になれる英語多聴多読の取り組みから、受験に繋がる英語力を養成する取り組みを
ご紹介します。慌てない、 焦らない、諦めない態度で臨み、4技能の基礎を育みます。簡単で単純なことを面倒がらない、誰もが出来て
いて当たり前だと思うことに「わざわざ取り組む」ことが、言語教育活動の基本となります。興味関心の個人差があるのに生徒が夢中になる
多聴多読はどの様にすすめるのか、4技能＋Iにどのように繋がるのかなどを考えていきます。
勤務校では、昨年度までハリー・ポッターの世界に入り込んだと思うような図書館で約3万冊の英語の蔵書を使い、中学1年から3年までは
総合科目で、高校1年では英語科と連携することで、多聴多読に取組み生徒の英語読解能力を飛躍的に伸ばしてきました。今年度から
MML教室に洋書を移動し電子黒板、書画カメラ、インターネット、音声ペンなどを駆使しています。多聴多読の始め方、授業への活用
方法、生徒のモチベーションアップなど授業のヒントにご活用ください。
講師： 鬼丸 晴美

使用教材： プリント教材を教室にて配付します。
時間

13:40～16:50

科目名
セッション8

自立英語学習法

～アクティブラーナーを育てる～

使用言語

コード番号

日英

59278

忙しい教員や学生が、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、注目を集めている「自立英語学習法」で、自身の英語力向上のヒントに、また生徒をアクティブラーナーに育てる授業展開に
ご活用ください。
● 自立学習とは
-英語力をつけるために必要な学習時間
-英語学習に対する誤解
● 学習法の紹介
実践を交えながら、各学習法を紹介。どのような教材を使って、どういう手順で、何に気をつけるか、効果的な学習法を提示します。
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（文章をまとめる）、リテンション、
高速和文英訳、精読／多読
● 学習のペース
どの教材をどの程度のペースで学習するか。
講師： 鈴木 滋

8月2日（水）
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。
時間

10:00～12:40

科目名
セッション9

Survival English ～海外語学研修・修学旅行に備えて～

使用言語

コード番号

英

59279

昨今、生徒が語学研修や修学旅行で海外に赴く機会は増加傾向にあります。また先生ご自身が生徒を引率する機会も、今後ますます
増えてくると思われます。本講座では、海外語学研修・修学旅行などに備え、様々な場面（空港、レストラン、公共交通機関など）での
会話を想定し、最も頻繁に使用される言い回しや表現を、ロールプレイを通してご自身のものにしていただきます。また、Survival Englishに
必須な自己紹介と、簡単な日本紹介を、雛形の構成に沿って作成し、発表を通して、よりわかりやすく、効果的なものに磨いていきます。
完成させた自己紹介や日本紹介は、今後様々な場面で応用が利きます。海外でのそれぞれの場面で使われる英語表現は決まりきった
ものが多いですが、表現に慣れていないと、すぐに口を衝いて出てきませんし、聴き取りにおいても苦労することもあります。ペア・グループ
ワークを通し、表現・型を学び、実践練習を数多く行いましょう。
ご自身の海外引率時の英語表現に慣れておきたい方、より効果的で明確な構成で自己紹介や日本紹介ができるようになりたいと
お考えの方にお奨めします。海外への修学旅行や語学研修を予定している生徒へのご指導へもご活用ください。
講師： CARGOS, Kelly

13:40～16:50

セッション10

中高生対象 Listening & Speaking指導の実践 ～海外ニュースを使って～

英

59280

中学生高校生対象、海外ニュースを使ったListeningとSpeaking指導を実践します。授業はすべて英語で行い、ステップを踏んで生徒が
積極的に授業に参加し、生徒の発話を促す指導を行います。受講される先生方には生徒になってご参加いただきます。
Preview→語彙確認→内容把握→Summarize／Retellなど、生徒が、Listening／Readingのポイントをおさえ、速く正確に内容を理解し、
理解した内容について、内容をまとめる・質問する／答える・意見を言う／書くなどの発信力を鍛える授業を展開します。
生徒の発信力を鍛えたい、英語で授業をすすめたい、生徒の参加を促し授業を活性化させたいという方にお奨めです。
講師： CARGOS, Kelly

8月3日（木）
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。
時間

10:00～12:40

科目名
セッション11

発話力トレーニング 入門編

使用言語

コード番号

英

59281

英語を使うことに慣れ、スピーキングに自信をつけます。
「沈黙は“禁”」。自己紹介、学校紹介、物・人の描写、視覚素材を使った説明など様々なタスクを通し、スピーキングのスピードアップを
図ります。先生ご自身のスピーキング力を鍛えるだけでなく、クラスルーム・イングリッシュを学び、自身の授業展開へも役立てます。






English Through Speaking1 (Self-Introductions)
English Through Grammar & Words
English Through Speaking 2 (Introductions in the classroom)
English Through Tasks and Activities
English Through Discussions (Quoting, Paraphrasing, Summarizing)

講師： HÜG, Joe

13:40～16:50

セッション12

発話力トレーニング 発展編

英

59282

スピーキング力向上のためのクラスで、「あいさつ」だけの英語からの脱却を目指します。
与えられたテーマについて、語彙強化／内容把握／質問をする・質問に答える／論理的に意見を述べる／言い換える／要約する／
トピックについてディスカッションする、などのタスクを行います。
会話の繋げ方、効果的な意見の述べ方、まとめ方、ディスカッションの仕方などを実践し、スピーキング力の向上を図り、また、先生
ご自身の授業展開へも役立てます。




English Through Discussions (Quoting, Paraphrasing, Summarizing)
English Through Stories (Impromptu Speaking, Formulating Opinions, Giving Feedback)
English Through Theme-Based Learning (Basics of Debate)

講師： HÜG, Joe

8月6日（日）
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。
時間

10:00～12:40

科目名
セッション13

TOEFL iBT®テスト ライティング指導

使用言語

コード番号

日英

59283

近年、TOEFL iBTテストは留学だけでなく、大学入試の外部テストとしても注目を集めています。生徒の4 skills（聴く・話す・読む・書く）
を鍛える手段としても有効です。本講座では、その中でも受験生にとって難関とされるライティングセクションにフォーカスし、出題形式、
対策からアカデミックライティングの基礎の確認、Integrated形式の問題を見据えたリスニング、読解、さらに文法の指導法も紹介して
いきます。
講座は、サンプル問題、サンプル解答などを使用し、ワークショップ形式で、実際に体験していただきながら行います。ご自身で体験
しながら、生徒のご指導にご活用ください。
講師： 村松 剛

使用教材： 以下記載の書籍を使用します。
時間

13:40～16:50

科目名
セッション14

フォニックスを活用した音読指導の実践

使用言語

コード番号

日英

59284

英語のスペリングは意味の単位（形態素）と音の単位（音素）の両方をあらわすため、英語を母語とするこどもたちでも混乱します。
読み方がわからない英単語は英語学習者に最初に立ちはだかる難関。これを克服するために生まれたのがフォニックス。フォニックスは、
英語圏で発達した、綴り字と発音の関係を教える教授法です。英語学習者にとっても学習の初期段階で、スペリングとともに正確な
発音を習得するのには欠かせない学習法です。中1でのアルファベットと音素の導入（フォネミックス）から、高1でのフォニックス総復習
まで、授業を再現する形で、フォニックスのルールと、それを柱にすえた音読指導を、音声学からの説明をはさみながら、ご紹介いたし
ます。
＊以下のフォニックスのテキストを使用いたします。
使用教材：
●『Active Phonics—フォニックス65のルールで聞ける、言える、読める、書ける』 松香洋子・宮清子著 （株式会社mpi）
学院販売参考価格 460円
当日に学院窓口にて、ご購入ください。
講師： 荒井 惠子

8月7日（月）
使用教材： 以下記載の書籍を使用します。
時間

13:40～16:50

科目名
セッション15

新学習指導要領を見据えた、今すぐ教えられる小学校英語指導法

使用言語

コード番号

日英

59285

2020年度より小学校3年生から英語活動が始まり、5・6年生は英語が教科になります。英語の専科教員やALT任せではない、担任が
T1として普通に教える時代が間もなくきます。英語は苦手だと不安に思われている先生方も多くいらっしゃると思いますが、実践例を
具体的に紹介しますので、担任が教える英語の楽しさや、大切さを味わっていただきたいと思います。長年小学校で研修を行ってきま
したが、私は担任が教える英語の授業が一番好きです。子どもたちも喜びます！グループ単位で、ワークショップ形式で授業を行い
ますので、講座の終了後には、「これならば私でも教えられる！」という実感も持っていただけると思います。以下が主な授業内容です。
1．新学習指導要領を理解する
●4技能5領域の指導のポイント
2．児童が話したいことを引き出すActivityのいろいろ
●易しく教えられる指導案の立て方
●目標表現を定着させ、必然的な場面を利用した発表に導くための指導法を理解
3．英語教材としての絵本の学習効果、指導法を理解する
●教材としての英語絵本の魅力、学習効果を理解し、教えられる
●目標表現を導くチャンツの有効な指導法
●絵本を使った、文字指導
＊以下のテキストを使用いたします。
使用教材：
●『今すぐ教えられる 小学校英語指導案集』 佐藤久美子 著 （朝日出版社）
学院販売参考価格 3,450円、ISBN: 9784255010021
教材は原則として、受講者ご自身でご購入し当日ご持参ください。紀伊國屋書店、丸善、Amazon等で購入が可能です。
入手困難な場合は、事務局で販売いたしますので事前にご連絡ください。
講師： 佐藤 久美子

8月15日（火） ／ 8月16日（水）
使用教材： プリント教材を教室にて配付します。
時間

科目名
セッション16

09:30～16:50
（昼休：12:40～13:40）

アクティブ・リーディングセミナー
午前 ～4技能を鍛えるアクティブな授業 ～
午後 ～心を読み解く英語リーディング～
セッション17

09:30～16:50
（昼休：12:40～13:40）

使用言語

コード番号

日英

59286

日英

59287

8月15日（火）

8月16日（水）

増設 アクティブ・リーディングセミナー
午前 ～4技能を鍛えるアクティブな授業 ～
午後 ～心を読み解く英語リーディング～

4技能を鍛えるアクティブな授業
「Input→Intake→Output」の指導手順を丁寧に追い、予習無しで実践的なアウトプット活動までを手引きする実践例を体験して頂きます。
耳・口・手・頭・そして顔の表情も総動員し、生徒を絶えず動かして緊張感をほどかないアクティブなトレーニングを実践します。
 4技能を鍛えるアクティブな授業の様々な実践事例
 英語特有の「論理」を身につけ、読解力や発信力に結びつける指導の展開
 クラスを作るとは何か？英語教師が目指すべきこととは？
心を読み解く英語リーディング
テストを用いたアクティブな授業、心を読み解く教科書リーディング、名文暗唱・英語レシテーションへの発展的指導法など、「言葉と出合い、
心を読み解く英語リーディング」の指導例について体験します。『5STEP アクティブ・リーディング』『論理を読み解く英語リーディング』の
著者が、英語力向上のトレーニング方法のみならず、生徒と生徒・生徒と教師の心をつなぎ、笑顔に溢れ、豊かな表現を育む授業のあり方
について、実践を通して解説します。
 4技能を鍛えるアクティブな授業の様々な実践事例
 英語特有の「論理」を身につけ、読解力や発信力に結びつける指導の展開
 クラスを作るとは何か？英語教師が目指すべきこととは？
※セッション16、17は同内容につき、併行受講不可となります。
講師： 和田 玲

■講師
ARAI, KEIKO
荒井 惠子

マンハッタンビル大学大学院修士課程修了（TESOL）、東京外国語大学卒（アラビア語）。
東京純心中学高等学校講師。日米会話学院講師。
著書：『英語で楽しむ日本昔ばなし』（IBCパブリッシング株式会社、共著）、『英語で楽しむ世界名作童
話』（IBCパブリッシング株式会社、共著）、『英語で楽しむプリンセス・ストーリー』（IBCパブリッシング株式
会社、共著）、『英語で読むオペラ座の怪人The Phantom of the Opera』（IBCパブリッシング株式会社、共著）

CARGOS, KELLY

日米会話学院講師。
マカレスター大学卒（日本語・心理学）、早稲田大学国際教養学部留学。日米学生会議参加。

HÜG, JOE

日米会話学院講師。
コロンビアサザン大学大学院修士課程修了（MBA）、テンプル大学大学院修士課程修了（EMBA）、
フェニックス大学大学院博士課程在学中（組織行動）。経営コンサルタントとして、活躍中。

MURAMATSU, TAKESHI
村松 剛

日米会話学院講師。
上智大学卒（外国語学部英語学科）。様々な教育機関で留学準備、試験対策講座を中心に指導。

OKAMOTO, KEIKO
岡本 恵子

日米会話学院講師。
津田塾大学卒（英文学）、フリーランス翻訳者。

ONIMARU, HARUMI
鬼丸 晴美

明星中学校・高等学校 教諭。
日本多読学会理事、日本学校図書館学会理事。
第9回 博報財団 児童教育実践についての研究助成 『小学校における言語教育活動の活性化
―英語活動を主眼として活動を進める―』

SATO, KUMIKO
佐藤 久美子

津田塾大学学芸学部英文科卒業、津田塾大学大学院博士課程修了。ロンドン大学大学院博士課程留学。
言語学、英語教育専攻。現在、玉川大学大学院教育学研究科（教職専攻）教授。
子どもの音声言語獲得や言語発達の過程、母子相互作用の影響などの研究に取り組み、またその科学的な
データに基づく小学生から社会人までの英語活動及び英語教育の指導法・教材開発を推進。
1998～2002年、2012～2016年NHKラジオ「基礎英語3」「基礎英語2」講師。町田市や国立市、葛飾区、
京都府など各地の教育委員会の要請を受け、小学校英語のカリキュラムや教材作成を行うと同時に、
教員対象の研修講座も多数行う。
2008年よりJ-SHINE（小学校英語指導者認定協議会）理事。
2012年度よりNHK Eテレ「えいごであそぼ」「えいごであそぼwith Oton」総合指導。
2017年度よりNHKEテレ「エイゴビート」番組委員。
著書：『「小学校英語」指導法ハンドブック』（監訳、玉川大学出版部）、『きょうから私も英語の先生！
小学校英語指導法ハンドブック』（共著、玉川大学出版部）、『話したいから、英文法！』（朝日出版社）、
『こうすれば教えられる小学校の英語』（朝日出版社）、『Welcome to Tokyo: Elementary教師用指導書』
（東京都教育委員会）、『［モジュール対応］今すぐ教えられる 小学校英語指導案集』（朝日出版社）など多数。

SHIBAHARA, TOPMOYUKI
柴原 智幸

神田外国語大学専任講師。同時通訳者。
上智大学外国語学部英語学科卒業。NHK放送通訳者。英バース大学大学院通訳・翻訳コース終了。
1998年から2002年までBBC日本語部で放送通訳者として勤務。帰国後、NHK放送通訳や「ディスカバリ
ーチャンネル」などでの吹替え用映像翻訳、通訳養成学校での指導を行う。2011年4月より2017年3月まで
NHKラジオ講座「攻略！英語リスニング」講師。

SUZUKI, SHIGERU
鈴木 滋

日米会話学院講師。
カリフォルニア州立サンホセ大学大学院修士課程修了（TESOL）、亜細亜大学卒（経営学）。アメリカで英語
教師としてのキャリアをスタートし、世界中の方を受講生に持ち数多くのクラスを担当。帰国後はビジネスマン
を中心に、これまでに100社以上にてビジネスコミュニケーション・TOEICテスト対策・Emailライティング・
会話のための英文法などの指導を担当。教材開発、中高英語教員への指導法も行っている。

YONEDA, KENZO
米田 謙三

関西学院千里国際中等部・高等部勤務。
指導教科：英語、情報、地歴公民
専門分野：ICT、協働学習
学歴：神戸大学 教育学部卒
役職等：公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 国際教育専門委員会 前委員、財団法人コンピュータ教育
開発センター 産学連携授業専門委員（高校代表）、公益社団法人国際文化フォーラム アドバイザリー
スタッフ、公益社団法人英語検定協会 派遣講師、APEC ICTモデルスクール指導・担当委員、平成19～
21年度 文部科学省委託事業、先導的教育情報化推進プログラム調査研究協力会議委員、大阪府高等学校
情報科研究会 幹事、大阪私学教育情報化研究会 副会長、大阪私学国際研究会 理事、全国高等学校
情報科研究会 委員、モバイルコンテンツ監視機構（EMA） 啓発・教育プログラム部会リーダー会 構成員、
警察庁 児童のスマートフォン利用に関する効果的な広報啓発に関する研究会 委員、神戸市消費生活会議
消費者行政検討部会 委員、高石市姉妹都市協会 理事、全国高校生ICTカンファレンス 実行委員長
（高校生が考えるネットに関するカンファレンス 全国14カ所で実施）
著書：『デジタル教材活用ガイドブック』（大修館書店）、『英検STEP 2013年 年間連載』、『アルク 2014年
年間連載』、『すぐできる教育活用ブログ入門』（明治図書）、『電子黒板が創る学びの未来』（ぎょうせい）、
『インターネットの光と影―被害者・加害者にならないための情報倫理入門』（北大路書房）共著、その他
新聞、英語情報誌、教科書会社、大手予備校、雑誌等、掲載記事多数

WADA, REI
和田 玲

順天中学校・高等学校勤務。様々な英語授業研修会で講師を務め、生徒主体の活動的な授業方法の
研究に精力的に取り組んでいる。テコンドーの達人でもあり、全日本大会では3回優勝、世界大会では個人戦
3位の戦績をもつ。技術指導員としてアメリカ・ユース代表チームの指導にあたった経験もある。
著書：『5STEPアクティブ・リーディング』、『論理を読み解く英語リーディング』、『世界を読み解く英語リーディング』
（アルク学参シリーズ）

■ご参加された方の声 （2016年夏、2017年春）
ご参加の方々の声を一部ご紹介いたします。
英語学習について教材や情報がいろいろありすぎて、自分のスキル
アップや授業に生かすのに何を信じてやればよいのか分からずにいま
した。セミナーに参加させていただき、大変勉強になりました。特に
「シャドーイングは良い」といろいろな本で言われていますが、今日の
授業で、シャドーイングやリテンション、スピードトランスレーションなどの
それぞれの練習の目的や注意するポイントが整理できました。
－ 2017年春 岡本講師クラス ご受講

発話力の向上には通訳メソッドが有効だとよく理解できました。
－ 2017年春 岡本講師クラス ご受講

生徒の気持ちにさせてくださったことに御礼申し上げます。通訳士に
なるためのアプローチも、学校で求めている物へのアプローチも基本は
同じだと理解させていただいてよかったです。
－ 2017年春 岡本講師クラス ご受講

自己流での勉強に行き詰まりを感じていたので、実践してみようと
思いました。シャドーイングもオーバーラッピングも分かっているつもりで、
通訳流の勉強を知ることができて良かったです。
－ 2017年春 岡本講師クラス ご受講

リピーターですがまた新しい発見がありました。
－ 2017年春 岡本講師クラス ご受講

シャドーイングでは最初は絶対無理だと思っていましたが、繰り返し
行うことで、だんだん慣れていって、自分の力が伸びていくのが実感
できました。受講後も継続することでもっと力が伸ばせるということを
確信できたので、これからもがんばりたいと思いました。レベルを変え
ながら、生徒にもしつこくトライさせたいと思いました。時間を忘れるほど
集中して楽しく受講できました。

シャドーイングは知っていたのですが、こんなにしっかり音読をするのは
初めてでした。自分自身のトレーニングに役立つと思いました。生徒
にも音読をたくさんさせて、録音して、自分で直していく力をつけさせて
いきたいと思います。
－ 2017年春 岡本講師クラス ご受講

－ 2017年春 岡本講師クラス ご受講

音読活動を中心とした指導をやってきたのですが、その効果や活動
方法など、より深く知ることができて本当に良かったです。生徒の
気持ちになってみることも最近なかったのですが、自分が出していた
課題日かなりhardなものだったと感じ、自分の指導法を改めて
見直すきっかけになりました。自分の英語の勉強の動議づけにも
なりました。想定外の質問が来たときの対応が素晴らしかったです。
先生のような素敵な先生を目指して頑張ります。

2回目の受講でしたが、期待以上に改めて大変勉強になり、楽しく、
1日があっという間でした。このように内容が濃く、有意義なセミナーを
ありがとうございました。
－ 2017年春 岡本講師クラス ご受講
ICTについて、知らないことも多かったので、知識が補充できました。
また、ツールとしての活用法について充実していたので、よかったです。
－ 2017年春 米田講師クラス ご受講

－ 2017年春 岡本講師クラス ご受講

すぐに授業で使えるICTのヒントをたくさんいただき。参考になりました。
料金が発生しないものでも、様々な活用ができることを改めて知り
ました。ハードルを低くしていただいたと思います。また楽しかったので、
あっという間に時間が過ぎました。
－ 2017年春 米田講師クラス ご受講

先生の人としてのスケールの大きさを感じました。英語の勉強はコミュ
ニケーションであることを忘れずに、生徒に教えていきたいです。英語が
苦手という生徒は必ずいるものですが、"英語が嫌い“という生徒は
作らないぞ、と思いました。 － 2016年夏 柴原講師クラス ご受講
普段から柴原先生のラジオ講座を聴いており、本日の講義を楽しみ
にしておりました。ラジオ講座での穏やかな口調の英語を直接お聞き
することができ、感激しました。また、ラジオ講座からはうかがい知れ
なかった面を知ることができ、興味深かったです。多くのことに興味を
持ちながら、知のサイクルを心がけて行きたいです。
－ 2016年夏 柴原講師クラス ご受講

通訳メソッドでも学んだ技法のやり方をひとつひとつ丁寧に確認でき
たので、よかったです。またその方法が何に役立つかも体験しながら
確認できました。おススメ教材も参考になりました。
－ 2017年春 鈴木講師クラス ご受講

役立つアプリ／サイトをたくさん教えていただけたのが、ありがたかったです。
また電子辞書やプロジェクター等、ICTの効果的な使い方も大変
参考になりました。
－ 2017年春 米田講師クラス ご受講

新しい情報と知識が多く、大変役に立ちました。できることから始めて
みようと思います。使えるようになれば、もっと楽しめる授業ができると
思いました。学校に持ち帰り、 ICT委員会に投げかけて普及に
努めていこうと思います。
－ 2017年春 米田講師クラス ご受講
例や名言、ことわざがちりばめられて楽しく、スッと、時には「その通り！」
すぎてグサッと突き刺さる、すごい講義でした。先生の語り、
大変深く広く、脳がかなり動きました。生徒としての1日を大変楽しむ
ことができました。他の受講生からの学びも大きかったです。
－ 2016年夏 柴原講師クラス ご受講

今まで学んできた学習方法を体系的に学ぶことができて良かったです。
自分の英語力を伸ばすヒントもたくさん頂いたので、有意義な時間を
過ごすことができました。
－ 2017年春 鈴木講師クラス ご受講
資料が大変役立ちます。手順が参考になりました。
－ 2017年春 鈴木講師クラス ご受講

期待以上に多くのことを学べました。内容がとても具体的でよかったです。
－ 2017年春 鈴木講師クラス ご受講

分かりやすく、とても楽しい説明・指導で、大変参考になりました。
今後の授業に活かしたいと思います。
－ 2017年春 Hug講師クラス ご受講

英語で授業をするときの細かいテクニックを知ることができた。
－ 2017年春 Hug講師クラス ご受講

いろいろなアプローチで教材を使っていたので、とても参考になりました。
私自身の英語力もフルに活用されました。
－ 2017年春 Hug講師クラス ご受講

分かりやすくてエネルギッシュな説明に感銘を受けました。
－ 2017年春 Hug講師クラス ご受講

とても参考になりました。様々なアクティビティのときに留意しなければ
ならないことも丁寧に教えていただきました。明日からの授業で使って
みたいと思いました。
－ 2017年春 Hug講師クラス ご受講
難しいディベートについても簡単なものからはじめて、2回も経験させて
いただいてとても勉強になりました。今後の指導のためにも自分
自身の英語力をさらに高いものにする必要があると思いました。
－ 2017年春 Hug講師クラス ご受講

The three hours of instruction was rich in content,
well-prepared and offered us a lot of hints for teaching.
I enjoyed it a lot, and the style of the debate presented
today was quite different from the ones I have
experienced (perhaps more than a hundred).
－ 2017年春 Hug講師クラス ご受講

よく整備された内容で勉強になりました。生徒のレベルにわせて、どの
ようにアクティビティを変えるかの説明もあり、4月からの授業に役立ち
そうです。
－ 2017年春 Cargos講師クラス ご受講
とてもわかりやすい英語で授業を行ってくださり、また授業の構成も良く、
周りの方と話す中で、英語を使っていくことがとても楽しかったです。
生成の生徒に対する褒め言葉など、とても勉強になりました。

英会話の指導に参考となるセミナーでした。
－ 2017年春 Cargos講師クラス ご受講

ALTとのティームティーチングに使えそうな内容でした。
－ 2017年春 Cargos講師クラス ご受講

とてもわかりやすくて、役に立った。
－ 2017年春 Cargos講師クラス ご受講

ニュースの教材は難しいと思っていましたが、様々な方法でより簡単に
扱うことができると感じました。ニュースは生徒たちにとって、とても
重要な教材であるので、積極的に使っていきたいと思いました。
－ 2017年春 Cargos講師クラス ご受講

－ 2017年春 Cargos講師クラス ご受講

ニュースで扱う語彙や内容は"難しい"と思いがちですが。今、まさに
旬の話題について知ることは大切なことであり「真」に学ぶことにつな
がります。外国人との会話の中でも役立つことです。生徒にも伝えて
いきたいと思います。聞きやすく、はっきりした発音で、ボリュームもあり、
分かりやすかったです。
－ 2017年春 Cargos講師クラス ご受講
Cargos先生の講座は前にも受講しましたが、いつも新鮮で、わかり
やすく、とてもためになる時間です。先生の話し方、使われる言葉など、
これからの授業の参考になるものばかりで、本当に勉強になっています。
－ 2017年春 Cargos講師クラス ご受講

フォニックスについてきちんと学んだのは初めてです。ひとつひとつ丁寧
に教えてくださって、つづりと発音の関係やその指導方法を理解する
ことができました。大変有意義な時間を過ごすことができました。
－ 2017年春 荒井講師クラス ご受講

発音のルールが、文レベルから音素・音節レベルまで詳しくわかりました。
資料が非常に参考になります。生徒の今後の指導に役立てたいと
思います。
－ 2017年春 荒井講師クラス ご受講
絵本を使った読み聞かせから始まり、それを応用させた発表法や、
さらにそれを評価するメソッドまで確立されています。今後の5技能に
向けて、さきがけとなる取り組みをすでに実践されていると感じました。

大変分かりやすい英語でクラスが進められたので、先生の一言一言も
今後の授業に役立てられそうです。すべてが受講して良かったと思える
内容でした。
－ 2017年春 Cargos講師クラス ご受講
The class has been extremely motivating with clear
explanation and well-organized. The theme of the
class was just what I was hoping to be instructed on.
It was an interesting opportunity to be a student for a
change. I just wish I could be as good a teacher as
Ms. Cargos is. Thank you very much. I’d like to
come back again.
－ 2017年春 Cargos講師クラス ご受講
丁寧なご説明で大変わかりやすかったです。ここを丁寧に行えば生徒は
自信を持てるようになると思いました。
－ 2017年春 荒井講師クラス ご受講

高校での音の指導をどのように取り入れられるか（主に受験のリスニング
対策として）のヒントが得られました。
－ 2017年春 荒井講師クラス ご受講

スキルに傾倒しがちな自分の意識を踏みとどまらせ、
contents-centeredを再認識する良い機会になりました。
2学期の授業にも活かせればと思います。
－ 2016年夏 和田講師クラス ご受講

－ 2017年春 荒井講師クラス ご受講

心を動かす指導のことが知れてよかったです。英語を技能としてのみ
教えるのではなく、英語を使って心を育てる授業を行っていきたいと
改めて思いました。6時間充実の内容でした。
－ 2016年夏 和田講師クラス ご受講

この講座受講は3回目でしたが、今回は特に時間が過ぎるのがあっと
いう間で、ひとつひとつの活動の意味ややり方の細かいところまで
とてもわかりやすく、改めて勉強になりました。特に手紙のレッスンは、
どのようにアウトプットにつなげるかという、ステップを踏んで教えて頂き、
役立ちました！
－ 2016年夏 和田講師クラス ご受講

授業準備の素晴らしさ、生徒へのアプローチの仕方の奥深さにとても
感銘を受けました。生徒のやる気を高め、継続させるための工夫を
学ばせていくことができ、自分自身のこれからの授業に大いに活用
させていただきたいと思います。またそのためにも、自分の授業力の
向上を日々意識し、頑張っていこうと思います。実際に体験させて
いただけたことがとてもためになりました。あっという間の一日でした。
教員生活は長くしておりますが、まだまだこれからたくさんやるべきこと
を感じる一日でした。
－ 2016年夏 和田講師クラス ご受講

英語の授業では、英語のskillを上げる、は何か違うのではないか？
という疑問から昨年受講させてもらいました。和田先生のintake、
jump、outputの授業の作り方に大変感銘を受けて、その後の
授業づくりに参考にさせてもらっています。4技能だけでなく、学校の
授業だからこそできることを大切に、これからも教材研究と生徒の
関係を築いていきたいと改めて思いました。
－ 2016年夏 和田講師クラス ご受講

とても参考にさせていただける内容でした。現在中学生を教えています。
本日の内容で取り入れられるものを、夏休み明けの授業で実践でき
たらと考えています。
－ 2016年夏 和田講師クラス ご受講

あらゆる高校の先生向けの研修の中で一番いいと思います。
毎回思いますが素晴らしい講座です。
－ 2016年夏 和田講師クラス ご受講

2学期が楽しみです！本気で生徒にぶつかっていきます！
－ 2016年夏 和田講師クラス ご受講

明日にでも授業で実践できる内容で非常に勉強になりました。たくさん
のヒントをいただきました。英語の授業だけでなく、和田先生の生徒たち
への向き合い方や関係づくりについても教えていただけました。
－ 2016年夏 和田講師クラス ご受講

受験指導をしながらも、単なる問題演習ではなく、授業をステップを
考えながら構成することで、面白くて、意味のある展開にできること
に、改めて気づかされました。英語の教員であることが、子どもたちの
未来に大きく影響するかもしれない、と思うと、怖くもありますが、
授業をもっとがんばろう!!!と励まされました。教えていただいたことを、
よく復習して、活かしていこうと思います。
－ 2016年夏 和田講師クラス ご受講

■募集要項
 受講申込書
第21回英語教育方法研究セミナー用の受講申込書にご希望の科目の名称、コードおよび必要事項を記入し、窓口に提出
するか、FAX（03-3353-8908）にてお送りください。 Eメールでのお申込み（宛先：info@nichibei.ac.jp）もできます。
なお、学費のお支払いが団体の場合で、ご請求書の送付をご希望の場合は、受講申込書該当欄に必要事項をご記入くだ
さい。（受講申込書は当財団窓口にて入手、または、ホームページ[www.iec-nichibei.or.jp / www.nichibei.ac.jp]からダウン
ロードが可能です。）※FAXでお申し込みの場合は受信確認のため、送信後、電話（03-3359-9621）までご連絡ください。
 お申込受付期間
2017年6月15日（木）～7月15日（土）
申込順の受付で、定員に達し次第締切ります。定員に余裕のあるセッションは募集期間終了後も各セッション開講日まで
お申し込みいただけます。各セッションの空き状況につきましてはお電話（03-3359-9621）にてお問い合わせください。
 受講料納入
受講料合計額をお申し込み後、5日以内に、以下までご納入ください。振込手数料は、お客様負担とさせていただきます。
振込の際、振込人名はご本人の氏名をご入力ください。なお、振込人名義が異なる場合は、弊財団までお申し出ください。
振込先：

三井住友銀行 麹町支店
口座名 一般財団法人国際教育振興会
口座番号 普通預金 2618244

受講料のお支払いが団体の場合で、ご請求書の送付をご希望された方にはご請求書をお送りします。
内容をご確認後、ご入金ください。
 修了証明書
ご受講の皆様に「修了証明書」を、最終受講講座終了後にお渡しします。
 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受講料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. 受講料の返却方法
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）。
 追加講座
募集定員を超えてお申込を頂いた講座に関しましては、講師とスケジュールを調整した上、追加講座を実施する場合があり
ます。
 お問い合わせ・お申し込み先
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-50
一般財団法人 国際教育振興会 「英語教育方法研究セミナー」係 坂口・藤倉
電話：03-3359-9621

FAX:03-3353-8908

Eメール：info@nichibei.ac.jp

■近隣宿泊施設ご案内
※ 弊財団での宿泊予約は行っておりません。恐れ入りますが、それぞれのホテルへ直接ご連絡ください。
三井ガーデンホテル四谷

http://www.gardenhotels.co.jp/yotsuya/
東急ステイ四谷

http://www.tokyustay.co.jp/hotel/YOT/
ホテルウィングインターナショナルプレミアム 東京四谷

http://www.hotelwing.co.jp/yotsuya
ホテルニューオータニ

http://www.newotani.co.jp/tokyo/

03-3358-1131

〒160-0004
東京都新宿四谷1-24

03-3354-0109

〒160-0004
東京都新宿四谷2-1-3

03-3356-2111

〒160-0004
東京都新宿四谷3-14-1

03-3265-1111

〒102-8578
東京都千代田区紀尾井町4-1
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アクセス
JR中央線・総武線／東京メトロ丸ノ内線・南北線
東京メトロ南北線

JR
地下鉄

駒込駅

●国際教育交流・異文化理解促進事業
●英語・日本語等語学教育事業
●・日米会話学院 ・日本語研修所

新宿駅

四ツ谷駅

秋葉原駅

代々木駅

JR中央線・総武線

神田駅
目黒駅

東京駅

事務取扱時間

平日： 9：00～20：00
土曜： 9：45～17：30

東京メトロ丸ノ内線

JR中央線・総武線／東京メトロ丸ノ内線・南北線

四ツ谷駅下車徒歩5分

日米会話学院は四谷駅前地区再開発事業のため、2016年1月より再開発地区仮店舗内に校舎を仮移転しました。
一階の四谷駅前郵便局、アウトドア用品店などの並びに入口がございます。
http://www.nichibei.ac.jp/institute/map.html
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-50
Tel. 03-3359-9621

お気軽にお問い合わせください。

