ネイティブ講師による中学校・高等学校の先生向け

2015 年 8 月 10 日(月) ～ 12 日(水) ２日間コース＆3 日間コース

英語教授法の外国人教師エキスパートが、これまでの授業に
新しい角度から切り込み、グループごとに全受講者が
デモレッスンを行い、その分析・討論（研究）を通して、
最適な教授方法を創造する受講者中心の画期的な集中セミナー

研修場所：相模女子大学 マーガレット本館２階 2121 号教室
協

力：相模女子大学 国際教育センター

ディックインターナショナル株式会社

ネイティブ講師による英語指導力向上
ワークショップ参加へのお勧め
英語圏の主要国では、早くから英語教育指導メソッド（TESOL、CELTA 等）が確立され、
その有資格者が英語教育の中心的役割を担っております。
我が国の急速なグローバル化への対応という課題に対し英語教育の在り方に関する、様々な改革
が始まりました。しかしながら、肝心の先生向け教授法についての実践的な取り組みは、まだ十分で
はありません。
当社は、内外有名一流企業や私立小・中・高・大学で、英語教育に長年関わって参りました。
この度、実施致しますネイティブ講師による本集中講座は、先生方の英語力を高め、英語圏で確
立している英語指導メソッドから、日々の英語授業に即活かせるものを重点的に取り上げています。
さらに本講座に参加される先生各自が作られた Lesson plan を教材にしたデモレッスンと、それ
に対するディスカッションを通じて、先生方ご自身の指導方法を創り上げていくという、非常に新しく、
画期的な講座でございます。
ネイティブ講師のエキスパートが、レッスンを行いますので、最も効果が期待できます。
是非とも、この機会にご検討下さいますよう、ご案内申し上げます。
ディックインターナショナル株式会社
英語教育事業部

昨年度実施の講座からの反響
発表や発言の機会が多かった。
実際に使っているテキストでの指導が実践的だった。
複数の指導員の異なったアドバイスが聞けた。
自分の授業のスタイルについて英語でディスカッションできた。
英語漬けになったことで、自分の英語力が増し、フレッシュアップできた。
参加したことで、他校の先生方との意見交換ができ、自信をもって授業を
進めることができた。
生徒の立場に立った新しい視点からの Lesson Plan を学べた。
ALT との共同作業コミュニケーションがやりやすくなった。

1st Day（8/10）
09:00

1

 Introductions （自己紹介）

By expressing individual opinion on your
own English lessons.

2nd Day（8/11）

3rd Day (8/12)

 Warm-up Exercise （授業開始）
Exercise 4
Individual icebreakers

 TOEFL 対策

 Presentation（プレゼンテーション）
Speaking of Speech (Text)
Exercise 5
Individual short presentations.

 TOEFL 対策

Speaking Section

09:30
09:30

2

 Warm-up Techniques
Icebreakers（アイスブレーカーズ）
Exercise 1
Group discussion and presentation of the
suitable icebreakers.

Writing Section

ALT との共同作業コミュニケーション

10:45
10:50

3
12:10

 Learning from the student’s
Perspective １ (生徒の立場に戻って考える)
Exercise 2
Group discussion and presentation of the
best opinion “How foster student’s
motivation”.

 Lesson Plan １ （レッスンプラン）
Exercise 6
Lesson-plan will be made based on their
text books.
Group discussion

 TOEFL 対策
Listening Section

～

12:10

Lunch Break

13:10

13:10

4

 Learning from the student’s
Perspective 2 (生徒の立場に戻って考える)
・How to balance TTT/STT
・CDA Method (Construction)
(Development)
(Application)

 Lesson Plan 2 （レッスンプラン）
Exercise 7
Group discussion and presentation of the
best plan as a group in consideration of
the above-mentioned issues.

 TOEFL 対策

 Speaking Games & Activities

 全体発表会

 Debate thinking

Reading Section

14:20

14:20

（プレゼンテーション）

5

Exercise 3
Individual planning by using games
Individual demonstration in the group.

Individual Presentation and Evaluation
 Q&A

16:00

＊ ご受講の際は、現在授業でお使いの教科書をご持参ください。

ディベート授業で４技能を
はかる

集中コース
日

時

２日間コース：2015 年８月１０日(月)、１１日(火)
３日間コース：2015 年８月１０日(月)、１１日(火) 、１2 日(水)

受講対象者

私立中学校・高等学校で英語を教えていらっしゃる先生方

定

各クラス 10 名以上 20 名限定

員

２日間コース ￥29,000 (教材費、消費税を含む)
受

講

料

３日間コース ￥36,800 (教材費、消費税を含む)
１日６時間 (昼休みを除く) ２日間コース(12 時間) /３日間コース(18 時間)

締

切

日

2015 年 7 月 20 日(火)迄
参加申込書(別紙)に必要事項をご記入の上、FAX・E-mail (PDF)・郵送でお願いします。

申し込み方法

お申込み後、詳細な実施プログラム・スケジュールをお送りいたします。

(振込み先)

7 月 20 日までに講座料をお振込みください。
みずほ銀行 新宿南口支店 普通口座 1712904 口座名：ディックインターナショナル株式会社

ディックインターナショナル株式会社 英語教育事業部
申

込

先

(連

絡

先)

お問い合わせ先担当：尾上
TEL:03-5227-5931

E-mail:dic@dicinc.co.jp

FAX:03-5227-5930 URL: http://www.dicinc.co.jp/
〒162-0837 東京都新宿区納戸町１２ 第五長森ビル６Ｆ
1. お申込み後の変更・取り消しについては、講座開始の３日前までにお願いします。
それ以降のキャンセルについては、実費解約手数料(20％)を申し受けます。

変 更 ・ 取 り消 し

2. 万一、天災・交通事故その他の不測の事態により、講座が実施不可能な場合には、
スケジュールを変更することがございます。
3. 講座開始後のご解約は原則としてお受けしかねます。

会

場

相模女子大学

〒252-0383 神奈川県相模原市南区文京２−１−１
マーガレット本館２F URL http://www.sagami-wu.ac.jp

2015 年

月

日

本セミナー要綱を了承し、「英語指導力向上講座」への参加を申し込みます

ふり がな

氏 名

ご記入をお願いします
＊

ご希望コース

印
◯

[＊必須]

□２日間コース

□３日間コース

8/10(月)、8/11(火)

8/10(月)～8/12(水)

＊

学

校

名

＊

ご 住

所

(受講票送付先)

電話番号

ご自宅

〒

学 校

＊

携帯番号

＊

E-mail

参加申込書
送り先

お振込み先

FAX：
03-5227-5930
Mail：
dic@dicinc.co.jp (PDF 添付)
郵
〒162-0837 東京都新宿区納戸町 12 第五長森ビル 6F
送：
ディックインターナショナル株式会社 英語教育事業部
担当：尾上
みずほ銀行 新宿南口支店
普通口座 1712904
口座名：ディックインターナショナル株式会社

通 信 欄
＊個人情報の取り扱いにつきましては、厳重に管理し、本講座以外の目的には使用しません。

