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短期プログラム
2014年2月～5月開講
期間限定特別科目
▸
▸
▸
▸

通訳演習による上級英語学習 （2/13、2/27、3/6、3/20）
日英サイト・トランスレーション （2/19～3/19）
TED Talksでスピーキング力強化 中級1 （2/14～3/14）
発音強化–美しい英語を話すためのフォニックス Part 2 （2/18～3/18）

日曜集中セミナー（各1回完結）
▸ 自立英語学習法 （3/9、5/18）

※レベル（「中級1 TOEIC 500点～」等）は一応の目安です。ご経験等も合わせてご検討ください。
科目名

通訳演習による上級英語学習－Consecutive Interpreting Drill
レベル

上級1
TOEIC700点～

授業日時

木曜日

2/13, 2/27, 3/6, 3/20
19:30～21:00 [90分×全4回]

講師

使用言語

大井 孝

日英

申込締切

定員

学費

コード番号

2/8（土）

15

17,600 円

58574

講師が実際に行った逐次通訳（英日、日英）の録音を主たる教材にします
専門家の講演で担当講師が行った逐次通訳（英日、日英）の実例を教材にします。
ご受講には英検準1級程度以上の英語力が必要です。
昨年以降に当学院の同時通訳科で使用してきた同講師の同一教材は使用しませんので、重複はありません。
現在、同時通訳科に在籍の方も歓迎です。なお、この科目は4月以降にも継続の予定です。
使用教材： プリント教材を講師より配付
講師略歴： パリ第二大学国家博士（政治学）（仏政府給費生）。早稲田大学院政治学博士課程修了。コロンビア大学大学院修士課程修了（政治学）
（フルブライト給費生）。早稲田大学政治経済学部卒。
元米国務省言語サービス課嘱託通訳・英仏語会議通訳、東京学芸大学名誉教授、国際教育振興会理事長、日米会話学院学院長。
近著「欧州の国際関係 1919-1946」たちばな出版。

科目名

日英サイト・トランスレーション－Japanese to English Sight-translation
レベル

上級1
TOEIC700点～

授業日時

水曜日

2/19（水）～3/19（水）
19:30～21:30 [110分×全5回]

講師

使用言語

Sarah Allen

日英

申込締切

定員

学費

コード番号

2/12（水）

15

25,000円

58575

日本語から英語への翻訳に必要な基礎を学びます
翻訳練習を通して英語運用力を増強させ、通訳術の向上を計ります。
教材は新聞のビジネス、政治、文化等の記事を取り上げます。授業はサイト・トランスレーション形式で進められます。
受講生が交代で翻訳例を口頭で発表し、講師が自然な英語表現となるように適宜指導していきます。
使用教材： プリント教材を講師より配付
講師略歴： シカゴ大学大学院修士課程修了（人文科学）。フロリダ大学卒。フリーランス翻訳家。

科目名

TED Talksでスピーキング力強化 中級1
レベル

中級1
TOEIC500点～

授業日時

金曜日

2/14（金）～3/14（金）
19:30～21:30 [110分×全5回]

講師

使用言語

Karina North

英

申込締切

定員

学費

コード番号

2/8（土）

15

24,750円

55312

ネット配信されている「TED Talks」を使って、ビジネスにフォーカスしたTEDプレゼンテーションを選び、スピーキング力を鍛えます
下記についてディスカッションします。

プレゼンターの経歴

テーマ

プレゼンテーションのスタイル

プレゼンテーション内容の仕事や日常生活への活かし方

その他
授業の流れ
今週のTED紹介

質問タイム
（語句・表現の確認）

TEDを視聴

講師による
フィードバック

ディスカッション

授業では、講師がTEDプレゼンテーションを選択・紹介します。ディスカッションを充分に行うため、TEDプレゼンテーションを授業前に
ご自宅であらかじめ視聴する事も出来ます。
※TED（Technology Entertainment Design）とはアメリカのカリフォルニア州ロングビーチで年一回、大規模な世界的講演会を主催しているグループの
こと。TED が主催している講演会の名称を TED Conference（テッド・カンファレンス）と言い、学術・エンターテイメント・デザインなど様々な分野の人物
がプレゼンテーションを行う。

使用教材： プリント教材を講師より配付
講師略歴： 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。

科目名

発音強化 – 美しい英語を話すためのフォニックス Part 2
レベル

全レベル

授業日時

火曜日

2/18（火）～3/18（火）
13:20～15:20 [110分×全5回]

講師

使用言語

藤倉 浩美

日英

申込締切

定員

学費

コード番号

2/12（水）

18

24,750円

53030

発音に自信がない、カタカナ発音になってしまう、自信を持って発言できない、単語が読めない、そんな悩みを解決します！
「フォニックス・ルール」を使って、楽しく・効率よく発音トレーニングをしましょう！
「フォニックス・ルール」を使って、英語を聴く・話す・読む・書くための土台を築き、英語学習の底上げをしましょう！


「フォニックス（Phonics）」とは ― 「英語の文字と音のルール」
アルファベットの26文字には「名前」と「音」があり、一定の読み書きルールがあります



この講座では ―
例） b a g
- フォニックス・ルールを学びます
- アルファベットひとつひとつ、その組み合わせの発音方法を学びます



「フォニックス」で発音トレーニングをすると ―
- 英語の特色がわかる、スペリングのルールや単語の仕組みがわかる
- 発音がよくなる、自信を持って発音できる
- 知らない単語でも推測して読める・書ける、新しい単語に遭遇した時の手助けになる
- 自分の力で音読でき、書けるようになる
- 英語を話すことが楽しくなる

名前 ························· 「ビー」「エイ」「ジー」
音 ······························ 「ブッ」「ア」「グ」
音の足し算 ··········· 「バッグ」

Part 2では、Consonant Diagraphs（2文字子音）・Vowel Diagraphs（2文字母音）、Consonant Blends（連続子音）、
Murmuring Vowels（rのついた母音）などをトレーニングします。Part 1を受講されていない方でも、問題なくご受講いただけます。
英語初級の方は発音に自信がつき、積極性がでます。
上級者にとっては発音の裏付けになるとともに、発信力を鍛える音読トレーニングに効果的に活用できます。
フォニックスで楽しく発音トレーニングをし、英語力をアップしましょう！
使用教材： ステップアップ式 パーフェクトフォニックス ワークブック2（mpi）、ステップアップ式 パーフェクトフォニックス2 CD（mpi）
講師略歴： 津田塾大学卒（英文学）。小中高生英語プログラム、英語教育方法研究セミナー コーディネーター。

科目名

使用言語

自立英語学習法

日英

レベル

授業日時

3/9（日）
全レベル
5/18（日）

10:00～17:00
（昼休み12:40～13:40）
[330分×全1回]

講師

申込締切

定員

学費

コード番号

及川 純

2/26（水）

20

14,850円

53028

岡本 恵子

4月中旬より募集開始です。

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」で、自分にあった学習方法を学んでください。
自立学習とは
● 英語学習に対する日本人の誤解

● 英語力をつけるために必要な学習時間

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
1
● シャドーイング
● リピーティング
● サマライジング（注 ）／パラフレージング 注1）文章をまとめる
● 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や「細切れの時間」の使い方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2回はそれぞれ同じ授業内容です。

及川 純

岡本 恵子

使用教材： プリント教材を講師より配付
講師略歴： 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。
マーケティングリサーチャー。

岡本 恵子: 津田塾大学卒（英文学）。フリーランス翻訳家。

募集要項
各科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
「期間限定特別科目」は、中途受講が可能です。
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。
担当講師、使用教材に変更が生じる場合があります。ご了承ください。
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。

お気軽にお問い合わせください。

2014.1.23

