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中央区民カレッジ講座案内　2021年度　前期分

　　　　　この講座では、外国人観光客あるいは日本に興味がある外
国の友人たちなどに対し、中級レベルの英語で日本の歴史や文化、人々
のくらし方が伝えられるようになることを目指します。簡単なボラン
ティア通訳に興味がある方に特にお勧めの内容です。
※�中級レベル（通常会話であれば、要点を理解し、応答にもそれほど
不自由しない方）　英検：準2級〜2級、TOEIC：500点台〜

※�ご使用予定の機材にマイク・カメラ機能があることをご確認くださ
い。講義中はマイク・ビデオをONにしてください。
※�ご受講にあたっては、「受講環境について」に記載のPC、スマートフォ
ンなどの推奨環境を必ずご確認ください。

主　題

連携講座　③－9【早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校連携オンライン講座】

◆英語で紹介する日本

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 6/14（月） ・効果的な英語学習方法を知ろう
・Reading,�Listening,�Speaking,�Wrting
力を、バランスよく伸ばしていこう
・日常会話だけでなく、ニュースなどに出て
くる語彙も増やしていこう
・丁寧で感じのよい英語表現を使おう
・日本の歴史や文化を英語で説明してみよう
・日本人の暮らしについて英語で説明してみ
よう
・外国人が話す自然なスピードの英語を聴き
とろう
・相手にとってわかりやすい英語を話そう

第2回 6/21（月）

第3回 6/28（月）

第4回 7/ 5（月）

第5回 7/12（月）

講座番号　③－9
時　間：午後7時〜8時30分
形　態：ZOOMミーティング
回　数：5回
受講料：3,500円
定　員：30名

講　師　紹　介

　（株）オフィス・ビー・アイ代表取締役。
慶應義塾大学、Temple大学Japan卒業、
Oxford大学留学、（株）サンリオ・人事
部勤務を経て英語教師となり、現在、早
稲田大学、東京商工会議所など、多数の
行政・法人機関にて英語指導を行ってい
る。著書に『会話がはずむスマートフレー
ズ＆トピック』（ベレ出版）ほか多数。

大島　さくら子（おおしま さくらこ）

オ ラ ン 座ン イ 講
　34ページから35ページまで早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校連携講座のオンライン
講座です。早稲田大学がオンラインミーティング、セミナーアプリ「Zoom」でリアルタイム配信で
行います。受講環境、ご受講までの手順が他の講座と異なるため、ご注意ください。

～ご受講までの流れ～

4/1（木） お申し込み開始日
【対象】受講環境を整えることができる方
※詳細は36Pの「ご受講環境について」を参照

4/28（水）ごろ
決定通知および
振込用紙発送

お申し込みいただいたご住所へ振込用紙を郵送おい
たします。

5/18（火）
入金締切日
メールアドレス登録締切日

銀行窓口で受講料をお振込みください。
●�区民カレッジ生の方・ハガキでお申し込みいただ
いた方
　決定通知に従ってメールアドレスをご登録ください。

6月より順次 IDおよびPASS通知日
早稲田大学エクステンションセンターより
登録済みのメールアドレスに「ID・PASS」を送付
いたします。

6/14（月）～ オンライン講座開始 開講10分前までにログインし、ご受講ください。
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中央区民カレッジ講座案内　2021年度　前期分

連携講座　③－10【早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校連携オンライン講座】

連携講座　③－11【早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校連携オンライン講座】

◆プレゼンテーションの「構成」と「伝え方」 

◆中学英語で伝える日本！

講座番号　③－10

講座番号　③－11

時　間：午後7時〜8時30分
形　態：ZOOMミーティング
回　数：5回
受講料：3,500円
定　員：30名

時　間：午後7時〜8時30分
形　態：ZOOMミーティング
回　数：5回
受講料：3,500円
定　員：30名

　　　　　プレゼンテーションの２大スキルである「構成」と
「伝え方」の両面から、プレゼンテーション力を磨きます。�ワー
クやゲームを多くとりいれた、体験型の講義です。練習する機
会が限られる声や姿勢などの非言語コミュニケーションのト
レーニングも取り入れています。
　企画や営業のプレゼンテーション、採用面接、会議での発言
など、自分の考えを伝える場面に有効です。基礎からお伝えし
ますので、人前で話すのが苦手、言いたいことが言えない、
相手にわかってもらえないという方にもお勧めです。参加さ
れた方からは、話がわかりやすくなったとほめられた、などの
感想をいただいています。今回は、最近増えてきたオンライン
での伝え方のポイントもカバーします。
※ご受講にあたっては、「受講環境について」に記載のPC、ス
マートフォンなどの推奨環境を必ずご確認ください。

　　　　　この講座では、中学レベルの英文法のおさらいをしな
がら、外国人の方々と心温まるコミュニケーションをとれる英語
の発信力を身に着けましょう。そのために必要なさまざまな話題
に対応できる幅広い語彙力をアップさせて、日本の歴史や文化、
生活に関して、英語で説明できるようにしましょう。
※�基礎〜初級レベル（簡単な会話が理解でき、身近な話題であれば応
答も可能である方）英検3級〜準2級、TOEIC400〜500点程度
※�ご使用予定の機材にマイク・カメラ機能があることをご確認く
ださい。講義中はマイク・ビデオをONにしてください。
※�ご受講にあたっては、「受講環境について」に記載のPC、スマー
トフォンなどの推奨環境を必ずご確認ください。

主　題

主　題

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 6/15（火） どんなときも慌てないための基本をマスター

第2回 6/22（火） 相手の反応が変わる、伝わる話し方、見せ方

第3回 6/29（火） 伝わる話を短時間で構成する方法

第4回 7/ 6（火） 相手の納得を引き出すプレゼンテーション

第5回 7/13（火） あなたの話を相手の心にとどけるポイント

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 6/17（木） ・中学3年間で学ぶ英文法をおさらいしよう
・大人が日常使う語彙を増やしていこう
・�日本の歴史や文化、生活様式などをシンプルに説明
してみよう
・正しい発音とアクセントをできるだけ身に着けよう
・外国人が話す自然なスピードに慣れていこう
・丁寧な表現にもチャレンジしてみよう
・効果的な自己学習方法を身に着けよう

第2回 6/24（木）

第3回 7/ 1（木）

第4回 7/ 8（木）

第5回 7/15（木）

講　師　紹　介

講　師　紹　介

　知的財産戦略コンサルタント、弁理士、一
般社団法人日本コミュニケーションデザイン
協会認定講師。コンサルタント、弁理士とし
て、ロジックと共感、言語と非言語などのさ
まざまな側面から、戦略提言、無形資産価値
創造、紛争対応支援、研修・セミナーを実施
し、これらを通じて、プレゼンテーションと
コミュニケーションの研究と実践を行う。

　株式会社オフィス・ビー・アイ講師。南山
大学外国語学部英米科卒業。米国オハイオ州
Bowling Green State University留学。イン
ターナショナルスクール、市民対象講座など
で、子どもから社会人まで幅広い世代を対象に
英語を指導。大人向け初級～中級までの一般英
会話サロン主催。英検1級、通訳案内士（英語）、
国連英検A級、TOEIC®980点取得。

木村　晋朗（きむら　のぶあき）

長井 紅美（ながい　くみ）
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い わ 先問 合 せ

て講 境 つ受 環 に い
●�34P〜35Pの講座は早稲田大学がオンラインミーティング、セミナーアプリ「Zoom」で実施するオンライン
講座です。

　※Zoom公式サイト：https://zoom.us/
●�ご受講にあたっては、PCやスマートフォンなど、インターネット回線、Zoomのクライアントソフトウェアなど
の準備が必要になります。ページ下部記載のリンクを参考に受講環境を整えてください。なおZoomは無料プラ
ンでもご受講可能です。
●�必ず以下のページから、Zoomがご利用になれることをご確認の上、受講をお申し込みください。
　※視聴確認ページ：Zoom公式サイト�ミーティングテスト（https://zoom.us/test/）に参加
●�早稲田大学エクステンションセンター及び中央区ではPCやスマートフォンなどの操作、環境設定、Zoomのクラ
イアントソフトのインストールなどに関するサポートはいたしかねます。ZoomのFAQページなどをご参照の上
各自で設定してください。
●�受講の前日午後2時までにID・パスワードが届かない場合�ext-online@list.waseda.jp�までご連絡ください。
【トラブル発生時の対応】
●�講師のPCや配信側のインターネット接続の障害などに起因する授業の中断が30分以上あった場合は、該当授業
を休講とします。
●休講により該当講座を遂行できない場合は、補講を実施いたします。
●なお、天変地異など不測の事態の場合は上記対応をいたしかねる場合があります。
●�ご自身のPCやスマートフォンなど機器やインターネット回線の障害などに起因する講座受講上のトラブルにつき
ましては、早稲田大学エクステンションセンター及び中央区では責任を負いかねます。

【その他注意事項】
●講座映像の撮影、録画、録音は固くお断りいたします。
●事務局では記録のために講座映像を録画させていただきます。
●�ご欠席、遅刻およびご受講者様側の機器やインターネット接続環境の障害によりご受講ができなかった場合も、事
後の講座映像のご提供はいたしかねます。
●講座での配布教材などを他媒体で配布するなど、受講目的以外で利用することは固くお断りいたします。
●講座の視聴URL、パスワードを第三者と共有することは固くお断りいたします。
●講座終了後にアンケートを実施します。ぜひご協力ください。

【推奨環境（PC等）：�Zoom公式サイト�Windows、macOS、Linuxのシステム要件】
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-PC-Mac-Linux%E3%81%AE%E3%82%B7
%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A6%81%E4%BB%B6

【推奨環境（スマートフォン）：�Zoom公式サイト�iOSとAndroidのシステム要件】
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201179966-iOS%E3%81%A8Android%E3%81%AE%E
3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A6%81%E4%BB%B6

【講座内容と受講環境に関して】

早稲田大学エクステンションセンター
　ＴＥＬ：３２０８－２２４８
　MAIL：ext-online@list.waseda.jp
※こちらのメールアドレスは問い合わせ専用です。

【お申し込みに関して】

中央区区民部文化・生涯学習課生涯学習係
住所：中央区築地１－１－１中央区役所８階
ＴＥＬ：３５４６－５５２４
ＨＰ　：https://www.city.chuo.lg.jp/

オンライン講座の
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