
速習・英会話セミナー
スパイ養成講座 BUSINESS - Version

もし、ヨーロッパ戦時下で諜報部員養成の
語学習得ノウハウがあるとしたら・・・
そしてそれを応用した英語プログラムがあるとしたら！



ごあいさつ

当コースの目的は、ズバリ！皆さんが求めている実践ビジネスでのコミニュケーションスキルを
ご提供する事で、決してベラベラになる事ではありません。
言い換えれば、聞き手にとって曖昧なものではなく多少時間がかかっても意思疎通が正確に出来
る絶対信頼される会話法です。
しかし、これまで皆さんがやられた知識英語の蓄積では到底、実践力は伴いません。
このスキルは、ネイティブ講師との対話形式でしか得る事の出来ないものです。
しかしこれを実行するには、即出来るものではなく用意周到の準備期間と経験豊かな講師陣に
よって叶えられるものです。
まずは、4週間、私が十分時間をかけカウンセリング、ネイテイブレッスンに対応できる処方(下
地づくり)をご指導させて頂きます。詳細は説明会(体験レッスン)にてご確認下さい。
ご質問等、大歓迎です。お気軽にメール等でお問い合わせ下さい。

担当講師　児玉康史

プロフィール
外国語学校ベルリッツにて15年、英会
話研修現場を経験、数千人のサンプル
を基に独自の「日本人の為の英会話習
得ノウハウ」を確立。以後、SMBCビ
ジネスセミナー等でビジネス英会話講
師の経験、現在に至る。



速習・英会話セミナー スパイ養成講座 BUSINESS - Version

名前の
由来

名前の由来は、戦時下のヨーロッパ、常に隣国の情報収集に養成されたスパイ(諜報部員)の語学習得法にヒントを得たこと
から命名しました。 教授法のイメージとしては、患部を直接治療する西洋医学より離れたツボ療法に注視する東洋医学です
かね！？まずは、よく聞く「英語脳」ではないですが、コミュニケーションに不可欠なご自身の遊休状態の感性を活性化す
ることから始めます。
PCに例えると皆さんの脳のCPUとメモリーをUpgradeにすることでしょうか！

概要

　◇ 受講目的 ： 3ヶ月内の短期間でビジネスレベルに到達する事を目的
　◇ 受講期間 ： 8週間～12週間
　◇ 受講形態 ： 完全プライベートレッスン
　◇ 担当講師 ： 日本講師(校長)と米ネイティブ主任講師の2名体制
　◇ ２部構成 ： Part1：準備期間(カウンセリング)　Part2：ネイテイブレッスン
　◇ 受講対象 ： TOEIC700点以上の方(550点以上でも対応可　適正試験あり)
　◇ 授業料金 ： 324,000円（税込み）
　◇ 費用詳細 ： 30hs個人レッスン・教材費(テキスト・音声)・英文添削(1000words)・
          　　　　　　・オリジナル会話ｘ10本作成・期間中フルタイムサポート
　◇ 支払方法 ： 全額前納（当校所定口座に開始1ヶ月前までに送金完了）

講義
概要

以下の５ STEPにしたがって、講義が進行いたします。

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

会話の
書き取り 検索作業 確認作業 会話を

膨らませる
ﾈｲﾃｨﾌﾞ講師と
ロールプレイ



よくいただくご質問

正直、多忙なるビジネスパーソンを対象に速習という言葉でコースを形容する以上、
3ヶ月が最も現実的かつ適当と考えます。
他方これまでの経験上、受講生は一定の期間内に上達が無ければ失速してしまう傾向がございます。
裏を返せば3ヶ月内で見込みが、なければやる気は失せてしまうのが現実です。
ですから当コースは期間内で結果を出ことが条件となります！
全日程、校長 児玉のきめ細かいサポート下にて進行していきます。

なぜ準備期間を設けるのですか？

一般にやられている実質15分程度のレベルチェックでは、到底、受講生を知ることは出来ず、
処方はできません。
受講者は、性別・年齢関係なくこれまでの英語との付き合い方で形が皆違います。
極端な例を挙げればTOEIC高得点でも喋れない方もいれば、点数が低くても喋れる方もおられます。
まさしく十人十色です。
ましてやネイテイブ講師と対話形式のハイレベルな授業には即対応出来ません。
つまり相応の準備が不可欠という事です。
4週間の準備期間を設ける事で、受講生と向き合いヒアリングする事で、
受講者を知ることが出来るのです。
講師と受講生との人間関係も出来き、受講者の性格・学習経歴・弱点等が判明し
間違いなく効果的なく処方(プログラム)が作成出来ます。

Why 3ヶ月(12週間)なんですか？



まずは我流で書き取り

STEP1：会話の書き取り ディクテーション

テーマ

受講者の方々に1分程度の短い日常会話(AとB)を聞いて書き取って頂きます。
1回聞いて「難しい！」と思われる方がいらっしゃるかと思いますが、皆さんの目的を考えればこれがスタンダードです。
今回は妥協せずにこのレベルを目指しましょう！内容は、短く起承転結が明快でシンプル、皆さんに非常に馴染み深いに内
容ですので、多少単語が解らなくても、全体像は把握できます。
全神経を集中させ前後の文脈、文字の配列、声のトーン等などでゲーム感覚でトライしてみましょう。まずは、ストリー展
開をイメージして、次に細部の把握に入って頂く事が肝心です。英語脳構築の良いチャンスです。

概　要

まずは、受講者の皆さんに我流にて書き取りをお願いします。
もちろん意味不明・聞き取れない箇所は、空白にして頂いて結構です。
一見、至極簡単なようですが、なかなか障害が多く完璧には出来ません。
ここでの目的は、大体解る等の曖昧のものでなく、まずは、音声を聞き文字として正確に書く事を実践することです。
そして次になぜ聞き取れなかった原因を言葉に出し明確にする事です。
この作業をすることにより聞き取れないメカニズムの原因を体感しその対処(解決)法に意欲が湧いてきます。

聞き取れない
メカニズムの主原因

１．速さ：速すぎで追いつかない！
２．長さ：長すぎて追いつかない！
３．発音：見ると聞くとは大違い！

前後の文脈

状況・話の展開をイメージしながら、
頭に浮かんだ事をすべて声に出しながら
書き出します。

「なぜ聞き取れないか？」のメカニズム：【長さ】の例
This tie goes with that shirt.

1    2    3     4     5    6

I guess that tie will go well with the dress shirt that you bought me on my birthday the other day.
1    2       3    4    5   6    7     8     9     10     11   12   13      14     15 16 17      18      19    20    21

6語くらいなら、難なく聞き取れた文も...
20語くらいの長文になると、途端に聞き取れなくなりませんか？...このネクタイはあのシャツに合う

このネクタイ、君が先日、僕の誕生日に買ってくれたYシャツによく合うと思うのだけど！

文字の配列 声のトーン



1つ前のステップ
STEP 1

STEP2：検索作業 空白（ターゲット）を探して頂く作業

テーマ

これまでは、会話を聞いて解らないところがあれば、即解答を求めていたと思いますが、ここでは、講師指導の下、頼
りになる辞書機能の無料サイト等を利用(紹介)しながら自力でターゲットを探し当てる手法(過程)を学びます。　
イメージ的には、刑事ドラマで良くある捜査員が数少ない手がかりで犯人探しをするのと似ていますが、連想ゲーム感
覚で楽しんでみましょう！ 私も特にアルクの辞書機能サイト「英辞郎」は重宝しております！
日本語または英語で簡単に打ち込む事が出来き、これなくして効果的検索は不可能です。実際、ターゲットがいきなり
ヒットしたり手掛かりがゲット出来ることが少なくありません！

概　要

このステップでは、講師の指導を基に検索(脳作業)をして頂きます。
答えを求める事でなく脳と交信しながらその検索過程が大事です。
最終的に、文脈が合う様、解るところの点を繋いで自分なりの文章（起承転結）を英文+日本文で完璧ではならないまでも作
成、皆の前で発表して頂きます。
またここで注意して頂きたいのは、頭に浮かんだ事を書き出す時の量とスピードです。
ターゲットをヒットさせるには、PCのCPUとメモリーではありませんが、動作は速いほどデータは多いほどその確立は高まり
ます。ネイティブが喋る3語/秒レベルを目指しましょう！PCのキーを叩く時もイメージ(脳と交信)しながら処理速度(スピード)
を意識して下さい。この動作の速さが、とっても大事！今後の皆さんの英会話進度を左右します。

会話の
書き取り

前後の文脈

Webの無料辞書検索....

日本語での類推

声のトーン 文法
状況・話の展開をイメージしながら

頭に浮かんだ事をすべて
声に出しながら書き出します

答えを求める事でなく
その過程を学びます



STEP3：確認作業　文法解説と「聞き取れないメカニズム」の対処法

テーマ
私が講義で良く使う言葉の中に「文字での確認は最後の最後！」がありますが、ここでやっと解答とのご対面で
す。これまでの過程を経て捜し求めていたターゲットを文字で確認する事ができます。まさに砂漠のオアシスで
やっと水にありつけ細胞の隅々に水が浸透すかの様に、この語彙は記憶の中へと深く刻まれ忘れることを実感され
るはずです！

概　要

まずは和訳スクリプトにてご確認頂きます。着目点は、和文として意味は合っているのか？どう違っているの
か？違っていれば、再度ステップ2の検索作業に戻って頂きます。それでも解らない時には、最終的に英文スク
リプトにてご確認下さい。
上記作業終了後、約200語の英文スクリプトについて講師よりフレーズ毎に文法解説と「聞き取れないメカニ
ズム」の対処法も具体例を挙げながら解説致します。

和文として内容は合っているのか？
近い内容か？？検索作業

1つ前のステップ
STEP 2

解答の確認
和訳スクリプトで確認

NO YES

英文スクリプトに
ついて文法解説

どうしても分からない場合は、英訳
を見て最終確認をします。

STEP2へ
戻る

聞き取れない
メカニズム対処法

の解説



STEP4：会話を膨らませる（展開力:英作文）

テーマ
会話の書取り作業が終わりましたので次にその会話を膨らませてみましょう！
言わされるのでなく、その会話の流れから自然に自分の言いたい事を添えればいいのです。
オリジナルが、100と過程すると→125→150とボリュームアップして行くのです。ちょっとだけ皆さん脚本家に
なって頂きます。やはりここでも脳作業(発想力)が必要ですね！

概　要

最初は日本文でもいいですが辞書機能を使って、最終的には英作文で提出して頂きます。この作業で、語彙力・文法力が試され、
気づかなかった受講者の弱点が露呈、炙りだされます。ここでもネットのサポート機能(英辞郎)を使って頑張って下さい。
これまで時間をかけてきたオリジナル会話に自分の意見を添えることは、モチベーションをもって対応される事間違いなしです！
とはいえ、会話を膨らませる簡単手法は、難しいと思われる方もいらっしゃいますので、最も簡単な手法をお教えします。
その方法とは、会話で相手の言った事を反復(確認)する事です。
要は、「つまりあなたがおっしゃっているのは～ことですね？」と言って現状を再度自分の言葉で確認する事。
簡単に言えば、道案内の道順を確認するのと似ています。
解り難いので演技派の講師が一人二役で実演致しますので楽しみにして下さい。
　注）もちろん受講生の作成した英作文は責任をもって担当講師が添削致します。

確認作業と
文法解説

1つ前のステップ
STEP 3 英会話の例文から

スタートして、
少しずつ内容を
ボリュームアップ！

100％
Volume UP!

+25％

+25％
+50％！

英会話の例文
（オリジナル）

英会話の例文
（オリジナル）

+25％ Volume UP!
125％

150％

英会話の例文
（オリジナル）文法

Voca UP!

文法
Voca UP!



STEP5：実践編　ネイティブ講師とロールプレイ

テーマ

これまで勉強してきた会話を外人講師と演じて頂く実践編です。
皆さん変身願望ありますよね？リラックスして役者になりきりましょう！台詞は、さんざん時間をかけましたので覚えて
らっしゃるとおもいます。今回の講師は、当校の主任講師が対応させて頂きます。
もちろんここで初めて、ネイテイブが受講者の音声関係（reading及び発音矯正etc)を矯正致します。
これまで実践してきた日常会話で基礎が出来ておりますので、会話内容を当コースの目的であるビジネスの状況設定に徐々
に変更していきます。イメージ的には、貨物列車の荷に例えるとこれまで運んできたのは、安全な米や水でしたがこれから
運ぶ荷は、ビジネスと同じく気が抜けません！危険な石油・LPGとご理解下さい。

概　要

まず、オリジナル会話→+25％のオーダメード→応用編→ビジネス編を演じて頂きます。
ここでも上手く演じる事が目的ではなく、受講者が演技中に「会話に詰まったり」または「英語で何て言うの等」の質
問は大歓迎です！日本人講師が柔軟的にサポートしますのでご安心下さい。
ここで当然、「なぜ会話が上手く出ないか？」を痛感される筈ですので「会話が出てこないメカニズム」の解説を簡単に
致します。参考までに、「喋れないメカニズム」は「聞き取れないメカニズム」と密接な関係があり、「聞く」と「喋
る」のそれぞれのトレーニングを積む事によって相乗効果が期待されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1つ前のステップ
STEP 4

会話を
膨らませる

自分でシナリオを

Complete!!

応用編
講師が「Yes」だった所を「No」にしてみたり、
会話のバリエーションを生み出します。

自分で作ったシナリオで、「な
りきって」、ネイティブ講師と
会話してみましょう。
「喋れないメカニズム」につ
いてもご説明します。

ビジネスの状況設定
依頼・お詫び・確認・交渉 etc

ネイティブ講師とロールプレイ


