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【ご挨拶】 
第18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 
2016年3月25日（金）～3月29日（火）  
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 
2016年2月15日（月）～3月19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 3/25(金） 10:00～16:50 （330分） 
（昼休:12:40～13:40） 16 10,170円 59171 

2 発話力トレーニング 入門編 Robert O’Hara 3/26(土) 10:00～12:40 （150分） 25 4,620円 59172 

3 発話力トレーニング 発展編 Robert O’Hara 3/26(土) 13:40～16:50 （180分） 25 5,550円 59173 

4 英語使用で行う英文法授業  
～基本の5文型、不定詞～ 斉藤 洋果 3/27(日) 10:30～12:40 （120分） 25 3,700円 59174 

5 中高生対象Reading & Speaking指導の実践 

～海外ニュースを使って～ 
Kelly Cargos 3/27(日) 13:40～16:50 （180分） 25 5,550円 59175 

6 英語クイズで学ぶアメリカ合衆国の歴史・政治 斉藤 洋果 3/28（月） 10:30～12:40 （120分） 25 3,700円 59176 

7 伝わる英語の音読指導  
～絵本の読み聞かせ～ 荒井 惠子 3/28(月) 13:40～16:50 （180分） 25 5,550円 59177 

8 通訳メソッドでリスニング・スピーキング強化 岡本 恵子 3/29(火） 10:00～16:50 （330分） 
（昼休:12:40～13:40） 16 10,170円 59178 

※ 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2、3 「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1、8 「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16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。 

  



3月25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1 
通訳メソッドでリスニング・スピーキング強化 日英 59171 

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、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8 [3月29日（火）実施] の併行受講不可） 
 
講師： 岡本 恵子 

 
 
 

3月26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2 
発話力トレーニング 入門編 英 59172 

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3 
発話力トレーニング 発展編 英 59173 

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 

 
 
 
3月27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 

10：30～12：40 
セッション4 
英語使用で行う英文法授業  ～基本の五文型、不定詞～ 英 59174 

「英語の授業は基本的に英語使用で行うこと」を奨励する文科省の指針に基づき、現場の先生方もそれに応えるべく日々研鑽されてい

ます。しかしながら、現実的な問題として重要な文法事項に関しては日本語を使うことを選択される先生方も少なくないのではないでしょ

うか。当セッションでは、中学校3年以上を対象学年とした英語を使った英語授業を行います。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口頭指示の出し方、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使い、文法指導を含む授業を進めていくことは可能です。 
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配付します。なお、 
この授業はすべて英語使用で行います。実践練習のため、質疑もすべて英語で行います。 
 
講師： 斉藤 洋果 

 
  



3月27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 

13：40～16：50 
セッション5 
中高生向け Reading & Speaking 指導の実践 ～海外ニュースを使って～ 英 59175 

中学生高校生対象、海外ニュースを使った Reading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、Reading/Listening 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勧めです。 
 
講師： Kelly Cargos 

 
3月28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 

10：30～12：40 
セッション6 
英語クイズで学ぶアメリカ合衆国の歴史・政治 英 59176 

中学校3年生以上を対象学年としたセッションです。日本での英語の授業で使われる教材の多くは、日本人の生徒用に易しくされたもの

が多く見受けられます。世界のことに興味を持ち始める年齢の生徒達に、コンテント志向の教材を使いながら英語の指導を行うことによ

り、昨今当たり前のように使われるようになった「グローバル」な人材の卵たちを育成することにつながります。当セッションでは、日本にと

って一番身近な国、アメリカ合衆国の歴史や政治制度について、4択のクイズ形式で授業を進めます。質問は本格的ですが、質問に使

われる英語は中学3年生以上に合わせてありますので、使用教材はそのまま現場のクラスでお使いいただけます。2016年はアメリカの大

統領選挙の年です。この教材を使いながら、さらに現場で授業を発展させ、生徒達の興味を引き出すことを目指します。 
 
講師： 斉藤 洋果 

 
3月28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 

13：40～16：50 
セッション7 
伝わる英語の音読指導 ～絵本の読み聞かせ～ 日英 59177 

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 

   
3月29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 

10：00～16：50 
セッション8 
通訳メソッドでリスニング・スピーキング強化 日英 59178 

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、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1 [3月25日（金）実施] の併行受講不可） 
 
講師： 岡本 恵子 



■講師 

ARAI, KEIKO 
荒井 惠子 

日米会話学院講師。東京純心中学高等学校講師。 
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）。 
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） 

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。 

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 

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。 

SAITO, HIROMI 
斉藤 洋果 

日米会話学院講師。 
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、TO E F L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。 

 

■募集要項 
 
 受講申込書 

第18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 

2016年2月15日（月）～3月19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1-50 
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 

 

■ご参加された方の声 （2014/2015年度） 
ご参加の方々の声を一部ご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

楽しい時間を過ごさせていただきました。英語漬けの時間がな

かったので、自分にとってブラッシュアップになりました。                
          －2015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 

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 

 

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 

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 

自分の声を録音したり、新しいアプリを教えていただいたり、最

新の情報を教えていただけてよかったです。音読の大切さを自

分で体験することによって、生徒にも自信をもってすすめること

ができるようになりました。２学期の授業準備を進める上で、い

ろいろ工夫しようと思えるヒントをいただきました。生徒側になっ

てみることの重要さを感じます。 -2015年 岡本講師クラス ご受講 

音読シャドーイングを中心とした授業のモデルを見せていただ

きました。自らも音読を中心とした授業をやろうとしているのです

がなかなかふっきれない所がありました。でもやはり音読を中

心とするのは間違っていないと再認識しました。ありがとうござ

いました。                  -2015年 岡本講師クラス ご受講 

Overｌapping→Shadowing→Prosody-Contents-理解 のステッ

プで効果を上げることが実感できました。通訳methodは今後の

授業のヒントに活かせる事が多いと思います。スラッシュリーデ

ィングの有効性も実感できました。１日でボリュームの多い練習

法を実践して頂き、ありがとうございました。         
-2015年 岡本講師クラス ご受講 

春も受講しましたが、また更に素晴らしい授業でありがとうござ

いました！！実際、授業の中で使える部分は使っております。

自分のskill upのためにもしっかり勉強しなければと思っており

ます。これだけたくさんの教材を用意されるのは大変だっただろ

うなと思います。一朝一夕でできるわけではありませんが、とに

かくまず努力するように頑張りたいと思います  
-2015年 岡本講師クラス ご受講 

オールイングリッシュということで恐る恐る入門編のみの受講で

したが発展編も都合をつければ良かったと思いました。たくさん

アウトプットができてよかったです。 
                  －2015年 O’Hara講師クラス ご受講 

英語を話す機会がなかったので、とても有意義な時間になりま

した。また、話す際のポイントがわかりやすく、すぐに実践でき

ました。後半になると、少し難しいものもありましたが、間違った

りしても先生がフォローしてくださったので、安心してクラスに参

加できました。ありがとうございました。 
                  －2015年 O’Hara講師クラス ご受講 

文法を英語で理解させるには生徒にとって日本語でやるよりわ

かり易い。使ってみたくなると思わせることが必要だと思ってい

たが、今日のセミナーでは受けていて楽しくわかり易く自分の授

業に取り入れてみたいと思うこと学びがたくさんありました。                   
－2015年斉藤講師クラス ご受講 

一日英語を使ってトレーニングができたので、頭が疲れました

が、ためになりました。シャドーイングのやり方もバリエーション

がこんなにあると思わなかったので、授業に役立てたいです。           
-2015年 岡本講師クラス 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 

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2-1-3 

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 

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 
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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。 

アクセス 

事務取扱時間 平日： 9：00～20：00 

 土曜： 9：45～17：30 

●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

 

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 
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