
 

 
 

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 2013年 
 
 

 

日曜短期集中セミナー（各1回完結） 
自立英語学習法 （8/11） 

通訳メソッドでリスニング・スピーキング力強化 （7/28, 8/25） 

無料公開講座： TOEFL®テストの概要とその攻略法 （8/11） 

 

夏季集中コース（お盆期間 8/12～8/17） 
検定試験対策（TOEFL®・TOEIC®テストスコアアップのための攻略法） 

 TOEFL iBT テスト80 

 TOEICテスト ターゲット600 

 TOEICテスト ターゲット730 

 TOEICテスト ターゲット900 

ビジネス英語 

 ビジネス英語 
 ビジネスアウトプットトレーニング 中級 

 ビジネスアウトプットトレーニング 上級 

 ビジネスEメールライティング  中級  

 ビジネスライティング    上級 

 高速和文英訳 – ビジネス英語 中級 

 発信力・表現力強化 ビジネス編 初中級 

 発信力・表現力強化 ビジネス編 上級 
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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 戸室 京子 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 8/11（日） 

10:00～17:00 

（昼休み12:40～13:40） 

330分×全1回 

7/31（水） 20 14,850円 53024 

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 （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。 

 

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（「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 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

TOEIC 700点～ 
7/28（日） 10:00～17:00 

（昼休み12:40～13:40） 

330分×全1回 

7/17（水） 
18 

14,850円 56573 

8/25（日） 8/14（水） 14,850円 56574 

 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、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 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
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夏夏季季集集中中ココーースス（（おお盆盆期期間間））  
 

 

  

検定試験対策（TOEFL®・TOEIC®テストスコアアップのための攻略法） 
この夏、目標スコア獲得にかける方にお奨めです。 
 

■TOEFL®®テスト対策 
科目名 講師 使用言語 

TOEFL iBT テスト80  Naoya Hashimoto 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

TOEIC 600点～ 
8/12（月）、14（水）、16（金） 

14:00～17:10 （180分×全3回） 
7/31（水） 18  24,600円 56412 

「テスト攻略法」と「英語スキル向上」のための学習法を指導 

 

8/12（月） pp.1～182 までを講義形式でカバー、TOEFLテストの特徴と、その攻略法を解説します。 

8/14（水） TOEFL受験準備で一番需要があるWriting、Speakingの両方のセクションの対策を行います。 

8/15（木） 【自宅学習】 pp.183～227のモデルテスト1を自宅で行い、Writingセクションの課題を講師にメールで送信。 

8/16（金） モデルテスト1のハイライトを解説して、前日解いた問題を復習します。 

 

Reading、Writing、Speaking、Listeningの4セクションをカバーします。 

（学費には添削料が含まれています。） 
 

＊授業は日本語で行います。 

 

使用教材： Barron's TOEFL iBT, 14th Ed. (Paperback with 10 Audio CDs) (Barron's) 
 

 

★無料公開講座 「「TTOOEEFFLL
®®テテスストトのの概概要要ととそそのの攻攻略略法法」」  詳詳細細はは、、PP..88ををごご覧覧くくだだささいい。。  

TOEFLテスト日本事務局の国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部より講演者をお招きします。  
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■TOEIC®®テスト対策 
科目名 講師 使用言語 

TOEICテスト ターゲット600  Reibi Kim 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

TOEIC 500点～ 
8/13（火）、14（水）、15（木）、16（金）、17（土）

9:30～12:40 （180分×全5回） 
7/31（水） 18 40,500円 56303 

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：新TOEICテスト 600点突破 全パート問題集（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 日英 

クラス レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

ターゲット 

730 

TOEIC 

600点～ 

8/13（火）、14（水）、15（木）、16（金）、17（土） 

14:00～17:10 （180分×全5回） 
7/31（水） 18 40,500円 56413 

ターゲット 

900 

TOEIC 

800点～ 

8/13（火）、14（水）、15（木）、16（金）、17（土） 

9:30～12:40 （180分×全5回） 
7/31（水） 18 40,500円 56604 

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： 2カ月で攻略 新TOEICテスト730点！（アルク）、TOEICテスト 頻出キーフレーズ600（学習研究社） 

ターゲット900： 新TOEICテスト 直前の技術（アルク）、TOEICテスト 頻出キーフレーズ600（学習研究社） 
 

 

※ TOEFL
®
 and TOEIC

®
 are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS. 
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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 コード番号 

中級 
TOEIC  

600点～ 

8/13（火）、14（水）、15（木）、16（金）、17（土） 

9:30～12:40 （180分×全5回） 
7/31（水） 15 40,500円 55408 

上級 
TOEIC 

800点～ 

8/13（火）、14（水）、15（木）、16（金）、17（土） 

14:00～17:10 （180分×全5回） 
7/31（水） 15 40,500円 55613 

「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 Karina North 英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

TOEIC 500点～ 
8/13（火）、8/14（水） 

14:00～17:10 （180分×全2回） 
7/31（水） 15 16,800円 55311 

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 

 

（学費には添削料が含まれています。） 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
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※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 

ビジネスライティング  上級 Thomas Meyer 英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

TOEIC 700点～ 
8/15（木）、16（金） 

9:30～12:40 （180分×全2回） 
7/31（水） 15  16,800円 55531 

ビジネスのためのライティングスキルを向上させたい方を対象とした上級科目です 
 

段落や文の構造、論理的な文章構成、言い換え、要約、多様な要素を一つの調和のとれた文章にまとめる方法など 
を学びます。 さらに、職場で必要となる文書形式（メモ、フォーマルな文書、プレスリリース、報告書、ケーススタディ、
議事録、提案書、Eメール、その他受講生からのご要望もお伺いします）を取りあげます。 
最新の経済・ビジネスの話題をライティングトピックとして扱いますが、あくまでライティング力を上げることを主眼として 
いますので、それらの話題への事前知識は不要です。 
（学費には添削料が含まれています。） 
 
使用教材： プリント教材を講師より配付 

 

   

高速和文英訳 – ビジネス英語  中級 鈴木  滋 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

TOEIC 600点～ 
8/14（水）、15（木）、16（金） 

13:00～15:40 （150分×全3回） 
7/31（水） 15  20,250円 55409 

「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：  

頻出ランキング順 中学英語だけで話せるビジネス英語(中経出版)、速読速聴・英単語Business 1200（Z会） 
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※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  ビジネス編 
 初中級： 戸室 京子 

 上＿級： 及川 純 
日英 

クラス レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

初中級 
TOEIC 

400点～ 

8/13（火）、14（水）、15（木）、16（金） 

14:00～17:10 （180分×全4回） 
7/31（水） 15 36,000円 55207 

上＿級 
TOEIC 

700点～ 

8/13（火）、14（水）、15（木）、16（金） 

9:30～12:40 （180分×全4回） 
7/31（水） 15 36,000円 55532 

「相手の意図を正しく理解し、言うべきことを瞬時に正しく伝える」英語力を身につけます 
 

学院オリジナル教材による「積み重ね式パターンプラクティス」で、インプットからアウトプットへと、スムーズな英語の 
発信回路をつくります。声に出しながら、頭と身体で英語を習得するトレーニング型の科目です。 
 
日本と世界の最新経済・ビジネス事情を反映した教材を用い、日本人ビジネスパーソンに必要とされる英語スキルを、 
反復練習を重ねて身につけます。 

 
取りあげる場面： 会議、プレゼン、電話応対など 
トピック： 依頼、提案、賛成・反対、確認、比較、説明（会社概要、ミッション、財務報告）など 
 

トレーニングの流れ： 

【Input】 
音読・オーバーラッピング・シャドーイング、頭ごなし訳（英→日・日→英）、虫食い音読 

 ⇓ 

【Pattern Practice】 
リテンション、重要表現の徹底した反復練習 

 ⇓ 

【Output】 
高速和文英訳・Task-based トレーニング 

 

使用教材：   

初中級： 英語運用力 Output Level 1（日米会話学院） 
上＿級： 英語運用力 Output Level 2（日米会話学院） 
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■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）。 

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。 

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。 

MEYER, THOMAS 
ケンブリッジ大学大学院修士課程修了（教育研究論）、エセックス大学大学院修士課程修了（人権）、 

ネブラスカリンカーン大学卒（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。 

OIKAWA, JUN 

及川 純 

ダイアブロバレーカレッジおよびニューヨーク大学（会計学）にて学ぶ。 

サンタモニカカレッジ（経営管理学）在学中。 

OKAMOTO, KEIKO 

岡本 恵子 
津田塾大学卒（英文学）。フリーランス翻訳家。 

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）。 

東京都市大学、関東学院大学、日本大学、東洋学園大学非常勤講師。 

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）。 

TOMURO, KYOKO 

戸室 京子 
コロンビア大学大学院修士課程（TESOL）、東京国際大学言語コミュニケーション学部講師。 
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無無 料料 公公 開開 講講 座座  
 

 

 

一般財団法人国際教育振興会 日米会話学院 
 

 

  

  

 [ お申し込み方法 ] お電話または日米会話学院窓口にて直接お申し込みください。 

 先着順で定員（50名）に達し次第締め切りとさせていただきます。 
 日米会話学院 Tel： 03-3359-9621 E-mail： info@nichibei.ac.jp 

 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-21 

 JR中央線・総武線／東京メトロ丸の内線・南北線 四ツ谷駅下車徒歩3分  

「「TTOOEEFFLL
®®テテスストトのの概概要要とと  

そそのの攻攻略略法法」」  
8月11日（日） 10：00～12：00 

 

 

 

 

 

 

 
 

に関する提言 

TOEFL®®テストとは？―テストの概略とその攻略法 
昨今、国家公務員試験や大学入試試験においてTOEFLテストの採用が検討され、またグローバル

人材育成のための学生の海外留学支援が文科省の方針として取り上げられるなど、TOEFLテスト

の注目度が高まってきています。 

TOEFLテストの運営を行っている、国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部より 鬼頭 和也氏を

お招きし、TOEFLテストとはどんなテストなのか、またテスト受験の際にどんな勉強が必要かなど、

ご説明をいただきます。 

将来留学を考えている学生のみなさん、またその保護者の方々、TOEFLテスト受験を考えてい

らっしゃる方々、この機会にぜひご参加ください。 

 

講師 
TOEFLテスト日本事務局の国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部より講演者をお招きします。 
 

◆鬼頭 和也氏  
東海大学・城西大学講師。高校までを米国で過ごす。 
テンプル大学ジャパンキャンパスにて英語教授法修士課程修了（MS Ed. in TESOL） 

 

*TOEFL is registered trademarks of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS. 
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交交 流流 イイ ベベ ンン トト  
 

 

 

 

国際志向の異業種交流・異文化交流・異世代交流 

楽しく異文化を学ぼう！ 

英語を話そう！日本語を話そう！ 

                           
 

Let’s get to know each other! 
 

日米会話学院（英語科・日本語科）で学んでいる方、 
これから受講を考えている方、クラスやレベルのワクを越えて、
楽しくお話ししませんか？ 
 

英語のレベルは問いません。日本語でのご参加も歓迎です！ 

お友だちもお誘い合わせのうえ、ふるってお申込みください。 

 

英語・日本語を織り交ぜながら、交流を深めませんか？ 

日本語を学んでいる日本語研修所の受講生も交えて、英語・日本語での交流会です。 

初級英語学習者から上級英語レベルの方まで、どなたでもご参加可能です。 

皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

開 催 日 : 8 月 24 日（土） 

時 間 : 11:00 ～ 13:00 

定 員 : 30 名（要予約：先着順） 

会 場 : 日米会話学院  2 階 

参 加 費 : 無料  

要 予 約 : 電話、メールにてお申込みください 
  （☎：03-3359-9621/ info@nichibei.ac.jp ） 

   必要事項： 
   ◆氏名（フリガナ） 
   ◆連絡先電話番号 
   ◆日米会話学院受講歴：（現在受講中・過去に受講・受講歴なし） 

申込締切 : 8 月 16 日（金） 定員に達し次第締め切ります 
    （知人・ご友人をぜひお誘いください） 
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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。 

 

申込締切日 

  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） 申込締切日から4日後を目処に、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 

教材は開講日に学院1階窓口にてご購入ください。（科目により2,000円～5,000円程度です。）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、教室で講師が教材を配付いたします。（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。「夏季集中コース（お盆期間）」は中途受講可能です。 

 

早期申込割引 

  「短期プログラム」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、学院ホームページ（http://www.nichibei.ac.jp/contact/provision.html） をご覧ください。  2013.7.3 
 

アクセス 

   
   
  

お気軽にお問い合わせください。 

募募集集要要項項  
 


