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【ご挨拶】 
 

第17回英語教育方法研究セミナーは、次代の青少年の世界観形成、進学・職業進路の選択などに重要な意味を持つ中等教育

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。 

 

中学・高校での英語教育は、単に高校や大学への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、ぜひ

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 理事長 

日米会話学院 学院長 

大井 孝 

 

 

 

 

【概要】 
 

主 催 
一般財団法人 国際教育振興会 

International Education Center （IEC） 
協力 日米会話学院 

日  程 
2015年7月27日（月）～8月9日（日）  

詳細は次ページ以降をご確認ください。 
会場 

日米会話学院校舎 

（住所はお問合わせ先に同じ） 

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。 

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 

2015年6月15日（月）～7月18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。 

  
 

無料公開講座 
8月5日（水） 

時間 科目名 使用言語 コード番号 

13：00～15：30 上級英文講読 1) 米国New Deal政策の裏面、2) ウイルソン大統領の外交 日英 59070 

この講座の狙いは、受講者の皆さんに上級英語の読解練習をして頂き、またそこから得られたことを後日教室で皆さんに応用・利用し

て頂くことです。英検1級以上、TOEIC 900点以上の方でも、英米の知識人の読む上級英文を全て読めるとは限りません。日本人の 

上級英語学習希望者はまず、英米の知識人が読むような英文を読む練習をする必要があります。英文読解は、英作文練習に不可欠

です。日本語に子どもの日本語、大人の日本語があるように、英語にも幼稚な英語、知的英語があります。この講座では上級英文を読

みながら、併せて米国政治史・外交史のある断面を考察します。教材は事前に受講者の方にお届けします。講義では、主として講師

が解説をしますので、受講者の方はいつでも自由にご質問をなさってください。受講者の皆さんに、英文テキスト教材の利用法、教室 

での授業方法のご参考になることを期待しています。 

またあわせて、故國弘正雄先生の華麗な神技の逐次通訳を題材に、当時の音源を聞きながら、原文の単語用法について解説しま

す。「國弘の前に國弘なし、國弘の後に國弘なし」と言われた所以をご鑑賞ください。 
 

講師： 大井 孝 

 

  



 

【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 
「ことば」という視点に根ざした英語教育の 

実現を目指して 
大津 由紀雄 7/27(月) 10:00～12:40 （150分） 35 4,620円 59071 

2 
「本当に使える英語」のレベルに達するために 

～国際教養大学の実践～ 
勝又 美智雄 7/27(月) 13:40～16:50 （180分） 35 5,550円 59072 

3 発話力トレーニング 入門編 Robert O’Hara 7/28(火) 10:00～12:40 （150分） 35 4,620円 59073 

4 発話力トレーニング 発展編 Robert O’Hara 7/28(火) 13:40～16:50 （180分） 35 5,550円 59074 

5 
「学びの楽しさ」再体験  

～英語リスニング・読書会・名言会を軸に～ 
柴原 智幸 7/29(水) 

10:00～16:50 （330分） 

（昼休:12:40～13:40） 
35 10,170円 59075 

6 

アクティブ・リーディングセミナー  

Part 1 ～4技能を鍛えるアクティブな授業～ 

Part 2 ～心を読み解く英語リーディング～ 

和田 玲 7/30(木) 
9:30～16:50 （360分） 
（昼休:12:40～13:40） 

35 11,100円 59076 

7 
アクティブ・リーディングセミナー  

Part 3 ～世界を読み解く英語リーディング～ 
和田 玲 7/31(金) 

9:30～16:50 （360分） 
（昼休:12:40～13:40） 

35 11,100円 59077 

8 
英語使用で行う英文法授業 1  

～可算・不可算名詞、集合名詞他～ 
斉藤 洋果 8/1(土) 10:00～12:40 （150分） 35 4,620円 59078 

9 TOEFL® iBTテスト トレーニングセミナー 鬼頭 和也 8/1(土) 13:40～16:50 （180分） 35 5,550円 59079 

10 通訳メソッドでリスニング・スピーキング強化 岡本 恵子 8/2(日) 
10:00～16:50 （330分） 
（昼休:12:40～13:40） 

18 10,170円 59080 

11 
100年に一度の教育改革 

小学校英語が握る子どもたちの未来 
高塚 勝久 8/6(木) 10:00～12:40 （150分） 35 4,620円 59081 

12 
アクティブリーディング・セミナー  

Part 4 ～「深い読み」の授業作りへの着眼点～ 
和田 玲 8/6(木) 13:40～16:50 （180分） 35 5,550円 59082 

13 Introducing English Debate in High School 田村 智子 8/7(金) 
10:00～16:50 （330分） 

（昼休:12:40～13:40） 
18 10,170円 59083 

14 
英語使用で行う英文法授業 2  

～動詞の現在形、現在進行形、現在完了形他～ 
斉藤 洋果 8/8(土) 10:00～12:40 （150分） 35 4,620円 59084 

15 
伝わる英語の音読指導  

～絵本の読み聞かせ～ 
荒井 惠子 8/8(土) 13:40～16:50 （180分） 35 5,550円 59085 

16 通訳メソッドでリスニング・スピーキング強化 岡本 恵子 8/9(日） 
10:00～16:50 （330分） 
（昼休:12:40～13:40） 

18 10,170円 59086 

※ 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3、4 「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。 

※ セッション6、7、12 「アクティブ・リーディングセミナー Part 1～4」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。 

※ セッション8、14 「英語使用で行う英文法授業 1・2」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。 

※ セッション10、16 「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） 

※ 学費は消費税込みの金額です。 

 

※ *TOEFL and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS. 

 
  



7月27日（月）                                  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 

10：00～12：40 
セッション1 

「ことば」という視点に根ざした英語教育の実現を目指して 
日 59071 

英語教師が「ことば（抽象名詞としてのlanguage）」という視点を持たないと、英語を学習者の母語（ほとんどの場合、日本語）と有機的に関

連づけることができません。日本における英語教育は外国語教育ですから、それができないと、学習の効果や効率も落ちてしまいますし、

内的動機づけの保持も容易ではなくなります。さらには、外国語を学ぶことによって、運用において母語の知識を十分に活かすという  

「ご利益」すら受けられなくなってしまいます。今回はどうしたらそのような事態を避けられるかについて考えます。 
 

講師： 大津 由紀雄 

13:40～16:50 
セッション2 

「本当に使える英語」のレベルに達するために～国際教養大学の実践～ 
英日 59072 

「本当に使える英語」のレベルとして、①「聞く力」＝テレビのCNNニュースや、映画の筋をきちんと理解してたどれる、②「読む力」＝英語

の新聞雑誌をあまり時間をかけずに読める、③「話す力」＝日常会話はもちろん、テーマを決めて議論ができる、④「書く力」＝100語～

300語程度の意味のある文章を1時間以内で書ける、の4つを想定し、それぞれ、どういう訓練をすれば効果的に到達できるかを、実例を

示しながら解説する。 
 

講師： 勝又 美智雄 

 

7月28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 

10：00～12：40 
セッション3 

発話力トレーニング 入門編 
英 59073 

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。 
 

講師： Robert O’Hara 

13:40～16:50 
セッション4 

発話力トレーニング 発展編 
英 59074 

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。 
 

講師： Robert O’Hara 

 

7月29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 

10:00～16:50 
セッション5 

「学びの楽しさ」再体験 ～英語リスニング・読書会・名言会を軸に～ 
日英 59075 

「知らないことを知るのが楽しい」「出来なかったことができるようになるのが楽しい」 

英語教師としての原点には、誰もがそんな原体験を持っているのではないでしょうか。しかし最近はどうでしょう。日々の仕事に追われて、

そんな楽しみを忘れてしまっていませんか？教師が「楽しい」と思っていることは、教え子にも広がっていくものですが、その逆も真なり。 

だとしたら、一度原点に立ち返って、楽しく学び、楽しく力を付けてみませんか？ 

本講座では、英語のリスニング・トレーニングを軸に、「コミュニケーションのポイント」「英語の発音」「リスニング力の伸ばし方」「インプット

からアウトプットへのつなげ方」などのスキルの習得に実際に取り組んでいただきます。講義形式ではなく、参加者の皆さんにトレーニン

グに取り組んでいただき「出来た！」という喜びを追体験していただければ幸いです。それに加え、「ミニ読書会」「ミニ名言会」を通して、

自分の知的世界を広げることにも挑戦しましょう。 
 

事前課題があります。 

1. 指定された音声ファイルのディクテーション  

2. 本を1冊「3色ボールペン方式」（注1）で読み、その面白さを日本語で5分間以内にプレゼンできるように準備  

3. 名言を1つ選び、それを自分の実体験に絡めて2分ほどで紹介できるように準備 
 

（注1）「3色ボールペン方式」  （詳しくはネット等でご検索ください） 

「重要だと思うところ」に赤、「やや重要だと思うところ」に青、「自分が面白いと思ったところ」に緑で線を引き、情報の種類を分ける 
 

講師： 柴原 智幸 
 



7月30日（木） 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 

9:30～16:50 

セッション6 

アクティブ・リーディングセミナー  

Part 1 ～4技能を鍛えるアクティブな授業～ 

Part 2 ～心を読み解く英語リーディング～ 

日英 59076 

【Part 1】 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？ 
 

【Part 2】 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？ 
 

講師： 和田 玲 

 

7月31日（金） 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 

9:30～16:50 

セッション7 

アクティブ・リーディングセミナー  

Part 3 ～世界を読み解く英語リーディング～ 

日英 59077 

ともすれば、長文リーディングの授業は大学受験指導に偏りがちです。しかし、「読む」とは本来、「世界を知り、感じ、思考し、そして 

自分の考えを強化する」ための営みにほかなりません。「自己拡大の学び」といってもいいでしょう。世界には私たちに想像もできないよ

うな様々な光景が広がっています。英語リーディングの学びを通じて、世界の実態について触れ、目を開かれるような経験をする。また

それについて考え、議論し、自分なりの考えを英語で発信できるようにする。英語リーディングの授業では、そうした「実用技能の訓練」と

「自己拡大のための学び」の両面を追求することが大切だと考えます。 

ここ数年、私が実際に行ってきた授業計画に沿って、教材提示の方法やアクティブな指導展開、また自己拡大につながるような授業の 

仕掛け方などに関して、ワークショップ形式でご紹介致します。 

午前の部では、【地球環境問題】に関して、どのように取り組み、目を開かせていくかについて。午後の部では、【国際社会問題】の一部

とそれに対して【いま私たちにできること】について考えていきます。 
 

講師： 和田 玲 

 

8月 1日（土） 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 

10：00～12：40 
セッション8 

英語使用で行う英文法授業 1 ～可算・不可算名詞、集合名詞他～ 
英 59078 

このクラスでは、4パラグラフ構成の英文エッセイを使いながら、「主語、動詞、代名詞の一致という基本的な文法事項を、英語使用で教え

る」という状況設定をします。ここで想定する対象学年は中学校3年生以上です。受講者の皆さんご自身に生徒としてご参加いただき、 

英語を使った具体的な指示の出し方、説明方法の実例を御紹介します。文法説明にとどまらず、多くの日本人が間違って覚えている発音

等の指導法も扱います。 

使用するエッセイは、簡単な内容ですが、主語になるのが、every、each、clothes、clothing等、なかなか曲者（tricky）です。主語、動詞、 

代名詞の一致はもちろんのこと、初級学習者が苦手とする単数・複数、可算・不可算名詞についても、説明をします。 

なお、この授業は、すべて英語で行います。また、皆さんの学校授業でお使いいただけるよう英語の指示表現をプリントしたものもお配り 

致します。 
 

講師： 斉藤 洋果 

13：40～16：50 
セッション9 

TOEFL
®
 iBTテスト トレーニングセミナー 

日英 59079 

TOEFL iBTテストを教える先生に向けたクラスです。教えるためにどのようなアクティビティがスコアに繋がるかを、体験しながら学ぶことに

フォーカスを当てています。TOEFL iBTテストは4技能を扱うため、リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングについてこの 

クラスでも取り扱います。特に日本人が苦手とするスピーキングやライティングに重きを置きます。中・高・大学の先生方が日頃苦労される

アウトプット重視の授業に使えるアクティビティを紹介していきます。 
 

講師： 鬼頭 和也 
 



8月2日（日） 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 

10:00～16:50 
セッション10 

通訳メソッドでリスニング・スピーキング強化 
日英 59080 

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。 

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・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。 
 

今年度は新たに、単文、ダイアローグ、センター試験リスニング高校英語教材、TOEICテスト、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 ● スラッシュリーディング ● リピーティング ● オーバーラッピング 

● シャドーイング ● スラッシュリスニング ● サイトトランスレーション 
 
※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16 [8月9日（日）実施] の併行受講不可） 
 

講師： 岡本 恵子 

 

8月6日（木） 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 

10：00～12：40 
セッション11 

100年に一度の教育改革 小学校英語が握る子どもたちの未来 
日英 59081 

100年に一度とも言われる、2020年に向けた「教育改革」。そのカギを握るのが「英語教育の改革」とも言われる中、その内容を紹介する。

大学受験、高校受験における英語の扱いが大きく変革されるその目的は、グローバル人材の育成。また、子どもたちの英語コミュニケーシ

ョン能力を飛躍的に伸ばす切り札として、注目される「小学校英語」。2020年に向けて小学校英語はどのように変わろうとしているのか？ 

翌年に示される新指導要領の中身とは？現在、小学校英語の現場ではどのような対応が為されようとしているのか？英語教育における 

小中学校の連携は？日本の子どもたちの未来の可能性を語ります。 
 

講師： 高塚 勝久 

13：40～16：50 

セッション12 

アクティブリーディング・セミナー  

Part 4 ～「深い読み」の授業作りへの着眼点～ 
日英 59082 

近年、多くの先生方が一斉にトレーニング型の指導法を実践するようになっています。一方、深く読み、世界を拓き、感動を共有するような

発見的な「読み」の指導については、あまり議論されなくなってしまいました。己が人生をもって、他者の人生を解し、共に笑い、共に泣き、

共に語る、そんな授業がもっとあってもよいのではないかと思います。心が動かなければ、生徒の生きた言葉も成長も生まれません。英語

力向上のためにhow to sayの指導は欠かせませんが、その先にwhat to sayを鍛える段階が必要です。そこに「深い読み」の授業の存在 

意義が見えてきます。英語の技能も鍛えるが、「心」を深める指導がしたい。本セミナーでは、そんな授業がしたいと願いつつ、どうも解説や

技能訓練の域から抜け出せなくなっているとお感じの先生方を対象に、「深い読み」の授業の実例とそれに必要な着眼点についてお話し 

したいと思います。 
 

講師： 和田 玲 

 

8月7日（金） 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 

10：00～16：50 
セッション13 

Introducing English Debate in High School 
英 59083 

“Debate” is a structured public speaking activity by two opposing parties to persuade the audience to make decisions about important 

public policies.  Both sides (For Side and Against Side) present their arguments, criticize the opponents’ arguments, and conduct Q & A 

sessions in front of the audience, who pay close attention to “what” the speakers say as well as “how” they say it (delivery or 

communication skills) before making their final decisions.  The activity’s pedagogical value has long been proven; students not only 

improve public speaking skills but also learn how to think analytically, critically, and above all “quickly” on the spot.  When tried in a 

foreign language (e.g. English), the activity has also proven to be highly effective in helping students improve their oral communication 

skills. 
 
This seminar is a “hands-on” introduction to “teaching English debate to high school students” and will cover the following three areas:  

1)  What is “English debate”?  

2)  How can the activity planned and designed to fit in an everyday classroom setting so that it will be easy, effective, and enjoyable? 

3)  What are possible problems and their solutions? (Participants will explore these questions by actually experiencing the 

step-by-step classroom debate activity.) 
 
Those who are interested in introducing debate in their English classes, those who have heard about debate but still have very limited 

knowledge about the activity, or even those who have never heard of English debate but are interested in finding out what it is are all 

welcome to join.  The nature of this seminar being as such, the participants will be doing a lot of speaking, listening, and note-taking 

practice. 
 

講師: 田村 智子 
 



8月8日（土） 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 

10：00～12：40 

セッション14 

英語使用で行う英文法授業 2  

    ～動詞の現在形、現在進行形、現在完了形他～ 

英 59084 

このクラスでは、英文エッセイを使いながら「現在時制、現在進行形、現在完了形という文法事項を、英語使用で教える」という状況設定で

授業を行います。ここで想定する対象学年は中学校3年以上です。受講者の皆さんご自身に生徒としてご参加いただき、口頭で英語を使

った具体的な指示の出し方、説明方法の実例をご紹介します。英語が母国語でない日本人教員でも、生徒が理解できる英語を口頭で使

い、授業を進めていくことは可能です。ただし、発音には要注意です。 

「次の文の三単現の間違いを直しましょう」といった具体的で狭い範囲で間違いを見つけさせる指示を出せば、多くの生徒が正しく答えるこ

とができます。他方で、エッセイのようにまとまった文章を題材にするとなると、内容を考えながら時制も考えるという作業が伴うため、難易

度は上がります。しかし、実際の会話や英文を書くときに役立つのは、このように大きな視野で応用する力です。 

現職教員の皆さんが学校の授業でお使いいただけるよう、このクラスでは、英語の指示表現をプリントしたものもお配り致します。なお、 

この授業はすべて英語使用で行います。質疑もすべて英語で行うものとします。 

上記の文法事項の他、少し時間が余ったときなどに、気分転換として使えるようなミニレッスンもご紹介致します。 
 

講師： 斉藤 洋果 

13：40～16：50 
セッション15 

伝わる英語の音読指導 ～絵本の読み聞かせ～ 
日英 59085 

音読が、表現の定着、4技能の向上に効果があることは知られています。ネイティブ・スピーカーの発音をそっくり真似て、スピードにつ

いていければ、音読の効果はさらに上がります。実際、音感がよく、上手に真似ができる生徒もいますが、何度リピートさせても真似でき

ず、いつまでも日本語的な発音のままの生徒もいますし、スピードについていくのに必死で、発音がおろそかになってしまう生徒もいま

す。そうした生徒をどう指導したらよいか、そもそも「よい発音」とはどのような発音か、Global Englishとしての英語発音、という観点から 

お話しします。「伝わる」ことに重点を置き、音の区別、アクセント、リズム、イントネーションの指導ポイントを確認した後、実際に絵本の

読み聞かせに挑戦します。音声の基礎知識を、絵本の音読に活かし、さらに、絵をクリティカルに読み取り、ストーリーを自分のものと

し、「伝わる」音読＝「読み聞かせ」へと発展させます。聴く人の心に言葉で絵を描いてゆくストーリーテリングを目指します。 
 

講師： 荒井 惠子 

 

8月9日（日） 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 

10：00～16：50 
セッション16 

通訳メソッドでリスニング・スピーキング強化 
日英 59086 

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。 

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・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。 

 

今年度は新たに、単文、ダイアローグ、センター試験リスニング高校英語教材、TOEICテスト、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 ● スラッシュリーディング ● リピーティング ● オーバーラッピング 

● シャドーイング ● スラッシュリスニング ● サイトトランスレーション 

 

※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10 [8月2日（日）実施] の併行受講不可） 
 

講師： 岡本 恵子 

 

 

 

  



■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） 

KATUMATA, MICHIO 

勝又 美智雄 

国際教養大学教授・図書館長 

大分県別府市生まれ。東京外国語大学英米語科卒。米スタンフォード大学ジャーナリズム研究員。1972年

から32年間、日本経済新聞社で84年に長期連載「サラリーマン」取材班で菊池寛賞を受賞、その後ロサンゼ

ルス支局長。英文日経副編集長、編集委員などを歴任した。2004年に国際教養大学の開学と同時に教授

に就任、北米研究（政治・経済・社会問題）、日米関係論、ジャーナリズム論を教える傍ら、同大図書館長を

兼務している。 

主な著訳書：『J・W・フルブライトの「権力の驕りに抗して」―私の履歴書』（訳・構成、日本経済新聞社、

1991、増補文庫版を2002年刊）、『ビジネス新語英訳事典』（責任編集・共著、日本経済新聞社、1994）、 

『日本語教育振興協会20年の歩み』（同協会、2010）など。 

KITO, KAZUYA 

鬼頭 和也 

日米会話学院講師。 

テンプル大学大学院修士課程修了（TESOL）、慶應義塾大学卒（総合政策学）。東海大学・城西大学講師。 

O’HARA, ROBERT 

日米会話学院講師。 

フロリダメトロポリタン大学大学院修士課程修了（MBA）、ミネソタ州立大学卒（科学）。 

著書：『言いまくり！英語スピーキング入門』（コスモピア） 他 

OI, TAKASHI 

大井 孝 

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。元米国務省言語サービス課  

嘱託通訳・英仏語会議通訳。パリ第二大学国家博士（政治学）（仏政府給費生）。早稲田大学大学院政治学

博士課程修了。コロンビア大学大学院修士（政治学）（フルブライト給費生）。早稲田大学政治経済学部卒。 

近著：『欧州の国際関係1919-1946』たちばな出版 

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。 

OTSU, YUKIO 

大津 由紀雄 

明海大学大学院担当副学長、明海大学外国語学部教授、慶應義塾大学名誉教授、東京言語研究所運営

委員。 

一般社団法人ことばの教育初代理事長（代表理事）。 

マサチューセッツ工科大学大学院 言語学・哲学研究科（Ph.D.）、東京教育大学大学院修士課程修了、 

東京教育大学文学部卒（英語学英文学）。 

主な著書：『講座・言語の科学 言語の獲得と喪失』（岩波書店）、『認知心理学3言語』（東大出版会）、 

『小学校での英語教育は必要か』（慶應義塾大学出版会）、その他、著書多数 

SAITO, HIROMI 

斉藤 洋果 

早稲田大学国際教養学部非常勤講師（学術英作文、ビジネス英語提案、TOEFL準備指導）。英語教育 

コンサルタント。フリーランス通訳・翻訳者。 

ニューヨーク大学大学院M.A, Ph.D.（多言語・多文化研究TESOL 英語教授法）。獨協大学外国語学部 

ドイツ語学科卒。元ニューヨーク大学大学院教育学部講師、同大学付属英語学校ALI講師、ニューロシェル

大学大学院講師、プラット・インスティテュート付属英語学校講師、ニューヨーク市立大学クイーンズ校付属  

英語学校講師、ニューヨーク州立ナッソー・コミュニティカレッジ付属英語学校講師。ブルックリン・ガムラ  

大学英語教育学部部長代理。元慶應義塾大学、テンプル大学ジャパン非常勤講師。 

SHIBAHARA, 

TOMOYUKI 

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NHKラジオ講座 

「攻略！英語リスニング」講師。 

TAKATSUKA, 

KATSUHISA 

高塚 勝久 

mpi松香フォニックス 教育事業部 営業推進統括。 

東京農業大学農学部卒。1988年株式会社天寶 英語教育事業部 オプネット英語学院を設立。1991年株式

会社mpi松香フォニックス会長 松香洋子に師事。児童英語教育を学ぶ。2005年オプネットが特定非営利 

活動法人 小学校英語指導者認定協議会（J-SHINE）の登録団体に認定。地域における小学校支援人材の

育成と、小学校英語活動支援事業を手掛ける。2010年株式会社オプネット独立、代表取締役に就任。2015

年4月株式会社mpi松香フォニックス 教育事業部 学校営業推進統括を兼務、現在に至る。 



TAMURA, TOMOKO 

田村 智子 

当学院同時通訳科・官庁企業委託科講師。早稲田大学大学院国際コミュニケーション研究科講師、東京外

語大学グローバル人材育成言語教育プログラム講師、亜細亜大学多文化コミュニケーション学科講師、上

智大学公開学習センター講師。元ミシガン大学附属英語研修所講師。通訳案内士。（社）日本観光通訳協

会会員、（協）全日本通訳案内士連盟会員。ミシガン大学大学院修士課程修了（言語学）、上智大学外国語

学部英語学科卒。大学対抗英語ディベート大会にて準優勝の経験を持ち、当学院官庁企業委託科におい

てパブリックスピーキング及びディベート科目の主任講師として長年にわたり、カリキュラム及び教材作成に

携わる。「同時通訳が頭の中で一瞬でやっている英訳術リプロセシング」（三修社）・「同時通訳が頭の中で一

瞬でやっている英訳術リプロセシングドリル」（三修社）他、著書多数。 

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） 

 

■募集要項 
 

 受講申込書 

第17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。  

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 

2015年6月15日（月）～7月18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 

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. 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・お申込先 

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-21 

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 

 

 

 

 
※第37回「全国中学高校教員による英語弁論大会」は2015年11月15日（日）に実施されます。 

  実施要領、出場申込書など詳細は一般財団法人 国際教育振興会ホームページまたはパンフレットをご参照ください。 

 皆様のご応募をお待ちしております。 

 



■ご参加された方の声 （2014年度） 
昨年度ご参加の方々の声を一部ご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハードな1日でしたが、ディベートの進め方や、少しずつ導入す

る時のSTEPが参考になりました。Group→Pairやワークシート

を提示して色分けで説明するなど）           
－2014年 田村講師クラス ご受講 

1日の講習が楽しんでいるうちにあっという間に過ぎました。テン

ポとスピードを保つ工夫が随所に見られ、実際の授業ですぐに

使えるヒントをたくさんいただきました。 
－2014年 O’Hara講師クラス ご受講 

最初はスピードについていけなかったけれど話すことに抵抗が

なくなってきた。自分なりに少し整理して今後の授業にいかした

いと思う。               －2014年 O’Hara講師クラス ご受講 

大津先生の授業では「ことば」「母国語」など言語学の原点を学

ぶことができ、とてもためになりました。小学校で母国語をしっか

りと学ばせて、外国語を勉強する必要性も感じました。 
         －2014年 大津講師クラス ご受講 

実際に体験することで多くを学べたように思います。Speechや

Presentationとちがい、quick responseを要求されるため、論理

立てて時間以内におさめることの難しさを実感しました。整理し

て話す訓練を、まず自分がしたいと思います。生徒たちにとって

もdebateの活動はとてもよい勉強になると思い、これから取り

入れるべく準備をします。ありがとうございました。 
－2014年 田村講師クラス ご受講 

田村先生の授業は素晴らしかった。教え方だけでなく、自分の

ディベートの勉強にもなった。特に、学生を（受講済）をペアにし

てテンポよく、意見交換をさせる方法は、非常に効率的であると

思った。                 －2014年 田村講師クラス ご受講 

これからも頑張っていきたいと思います。さまざまな楽しい発話

力トレーニングのtaskを与えて頂き、ありがとうございました。 
            －2014年 O’Hara講師クラス ご受講 

豊富な知識と経験に基づいた指導を有難うございました。絵本

がなぜ適切で効果的なのか、その指導方法や指導手順等大変

勉強になりました。また文法指導に役立ちそうな、絵本も紹介し

て頂け、実践してみたいと思います。 
-2014年 荒井講師クラス ご受講 よく準備されていて配付資料が明解簡潔でわかりやすい。すべ

て英語で授業を進められていたので、どのように英語で授業が

展開されるのか良く理解できた。 
－2014年斉藤講師クラス ご受講 

内容も自分の研修になりましたし、教え方への指針、そして何よ

りも教師であるということでの心構え等、とても身が引き締まる

素晴らしいセッションでした。Very inspiring and encouraging!! 
-2014年 柴原講師クラス ご受講 

 

とても分かり易く4月からの授業にすぐに実践できそうなポイント

をたくさん教えていただきました。中1、2年を対象に大勢の授業

の中で読み聞かせをすることもあるのですが、「発音」を意識し

てというのはあまり今まで考えてなかった（これまではstoryの中

に入らせることが重視）ので、音の面も意識してとりくんでいきた

いと思いました。      －2014年 荒井講師クラス ご受講 

初めて参加させて頂きました。ALL Englishでの授業ということ

でドキドキしていたのですが、斉藤先生のclearな英語とjoke、

笑顔で、時間がたつのがとても早かったです。資料も多く、とて

も中味の濃い授業でした。単複が意外に難しかったり、文の区

切り方ひとつで内容が変化したり、Quizのような感覚でとても楽

しく勉強しました。自分が授業を行ううえで、大変参考になった

ことが随所にありました。ありがとうございました。もっと勉強し

て斉藤先生の授業を再受講したいと希望します。 
－2014年斉藤講師クラス ご受講 

 

シャドーイングは私も取り入れていたので、とても勉強になりま

した。読書会や名言集のシェアも初めての経験でした。先生の

おっしゃるたて糸を伸ばすのが、いかに大事かを学び、私も大

学で英語のスキルだけでなく、たて糸をいかに伸ばしてあげら

れるのかを考えさせられました。読書というと、英語に関する本

ばかり読んでいたのですが、これからは、いろいろなジャンルで

読んでいこうと思いました。   -2014年 柴原講師クラス ご受講 

斉藤先生は日本人でありながら「日本人が教える英語」とは一

切感じさせない、ネイティブの発声と発音と雰囲気で徹底して

授業を引っ張っておられ、その心地よい緊張感と吸引力に圧

倒させられた。斉藤先生のような心地よい緊張感と吸引力は

自分に必要な課題と感じ、有難かった。また、マテリアルも徹

底して英語のみで、海外のものも多く取り入れておられ、そうい

った徹底した雰囲気づくりがいかに生徒を引きつけるか、受講

を通して体感できたことに感謝している。教えていただいた知

識はもちろんだが、何よりもその徹底したリード法が大きな学

びだった。                  －2014年斉藤講師クラス ご受講 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とにかく楽しかったです。時間があっという間に過ぎました。そし

てもっと英語の運用の力のレベルを高くしたいと思いました。ま

た、正しいシャドーイングのやり方を学べたことで、授業に活用

できそうです。来年度、スローラーナーを担当するのに、どう活

用するか考えたいと思います。先生が時折話す文化事情も知

らないことばかりでした。ずっと笑顔でほめられながら教わると

やる気が出ることを知り、おどろきました。本当にありがとうござ

いました！！              -2014年 岡本講師クラス ご受講 

今日は本当にありがとうございました。1日があっという間に過

ぎました。体は疲れましたが、頭はとても冴えている状態になり

ました。ダイアログをシャドーイングするのは初めてでしたが、高

校生も楽しめそうな気がしました。多くの学びがありました。あり

がとうございました。          -2014年 岡本講師クラス ご受講 

自分の英語力を上げる努力の良いきっかけとなった。授業でシ

ャドーイングしているので、より良い授業のヒントをいただいた。

先生の笑顔が素敵で、今日の授業で笑顔が生徒を安心すると

思いました。                 -2014年 岡本講師クラス ご受講 

生徒を指導するために参考になる指導法を学ばせて頂きまし

た！！先生の丁寧な説明や巧みな語句を使っての的を得た説

明が頭にすっきり入り、とても楽しいあっという間の1日でし

た！！ありがとうございました。 -2014年 岡本講師クラス ご受講 

テンポの良い授業でした。シャドーイングを通して自分の英語力

の未熟さにも改めて気づきました。音読の方法を沢山知ったの

で、授業で試してみたいです。  -2014年 岡本講師クラス ご受講 

この講座は昨年の夏にも受講しましたが、その時は自分が”ど

のような生徒を育てたいのか”どのような授業をしたいのかが具

体的に見えていませんでした。今回、それらが自分の中で形に

なってきたことにより、研修の内容をどのように自分の授業に取

り入れていくかが、ずい分イメージできるようになりました。 
                 -2014年 和田講師クラス ご受講 

今まで受講してきた講義とは全然ちがう。本当にインパクトのあ

る講義でした。これから初めて1年生の指導に入りますが、早速

活かしていけると思っています。ありがとうございました。生徒に

本気を見せます！そして本気を引き出します！ 
                 -2014年 和田講師クラス ご受講 

一方的ではない生徒たちが活動する授業を、生徒の立場で楽し

く受講させていただきました。これからは和田先生の様なアクテ

ィブなリーディングが主流になって行くと、受講して改めて感じま

した。ありがとうございました。  -2014年 和田講師クラス ご受講 

リーディングの授業を単なる「（和訳の）書き取り大会」でもなく

「表現集」でもない、英語を通して世界を知り、将来にもつなげ

ることができる授業にしたいと思い、英語教員を目指すに至っ

たのですが、実際にどのような授業をしたらよいかわからずに

いました。したがって和田先生の授業を実際に見させていただ

き目からウロコでした。        -2014年 和田講師クラス ご受講 

生徒主体のアクティビティを数多く取り入れ、最初から聞き入っ

てしまいました。teaching skillを磨くだけでなく、教育の本質で

ある生徒1人1人に対する細やかな気遣い、配慮にも多くのこと

を学ばせて頂きました。特にリスニングの授業展開には驚きで

した。些細な問題でも教える者の力量によってあれほど中身の

濃い授業になるものかと目からうろこでした。今日、学ばせてい

ただいたことを少しでも授業に活かし、英語の授業が生徒にと

って楽しく、有意義な時間となるよう努力していきたいと思いま

す。                       -2014年 和田講師クラス ご受講 

和田先生の教師としての使命感、勉強量に圧倒され、自分もも

っと勉強しないといけないなと、改めて思いました。是非今後とも

学ばせて頂ければ幸いです。 -2014年 和田講師クラス ご受講 

教員として普段よりアンテナを広げ世界についてより深く学んで

いないといい授業はできないことを改めて感じました。教材の扱

い方次第で生徒が収穫するものは大きく変わるので、教員の 

力量が問われると思いました。2日間参加させて頂きましたが、 

自分の生き方も考える良い機会を頂きました。ありがとうござい

ました。                      -2014年 和田講師クラス ご受

講 



■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/ 
03-3358-1131 

〒160-0004 

東京都新宿四谷1-24 

IEC 日米会話学院まで 

徒歩1分 

東急ステイ四谷 

http://www.tokyustay.co.jp/hotel/YOT/ 
03-3354-0109 

〒160-0004 

東京都新宿四谷2-1 

IEC 日米会話学院まで 

徒歩3分 

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 
03-3356-2111 

〒160-0004 

東京都新宿四谷3-14-1 

東京メトロ地下鉄丸ノ内線 

四谷三丁目駅 徒歩1分 

ホテルニューオータニ 

http://www.newotani.co.jp/tokyo/ 
03-3265-1111 

〒102-8578 

東京都千代田区紀尾井町4-1 

IEC 日米会話学院まで 

徒歩12分 
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お気軽にお問い合わせください。 

アクセス 

www.iec-nichibei.or.jp / www.nichibei.ac.jp 
TEL 03-3359-9621 Fax 03-3353-8908 

〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目21番地 

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3分 

 

窓口お問い合わせ 平日： 9：00～20：00 

 土曜： 9：45～17：30 

願書・学費取扱 平日： 9：00～19：30 

 土曜： 9：45～17：00 

 

●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 

JR 

地下鉄 

 
JR中央線・総武線／東京メトロ丸ノ内線・南北線 

駒込駅 

JR中央線・総武線 

秋葉原駅 

神田駅 

東京駅 

四ツ谷駅 

新宿駅 

代々木駅 

目黒駅 東京メトロ丸ノ内線 

東京メトロ南北線 


