
    

    

 

日本人対象の英会話教室 

English Courses 
 

English Courses も引き続きオンラインで行うことに決定いたしました。このオンラインクラスは「Zoom」というア

プリを使って実施されます。事前にパソコン、タブレット、スマホのいずれかにアプリのダウンロードをお願いいたし

ます。 

 

 ジャパン・ソサエティー・語学センターでは、日本人向けの英会話教室、「English Courses」を開講いたしま

す。ジャパン・ソサエティーでしか受けられない授業です。ぜひ一度ご体験ください。 

 英会話教室のレベル： 初級 ・ 中級（下） ・ 中級（中） ・ 中級（上）／上級 

 

 今学期は、中級（下）・中級（中）・中級（上）／上級の 3 つのコースをご用意しております。いずれも日本

語に精通する Ben Milam 先生が担当いたします。各レベルの授業内容の説明をご確認の上、ご自分に適したクラ

スをお選びください。ご自分のレベルが分からない場合は、第一週目に限り、他のクラスもお試しになれます。

先生の助言も得られますので、ぜひお試しください。 

 

中級（下）（Lower Intermediate）：週２回 / 全１９レッスン 

（アメリカ東部時間）火曜・木曜日、 ４月１８日 〜 ６月２７日（６月２０日、６月２２日休講）、 

時間：午後１時４５分 〜 ３時３５分  

 

中級（中）（Intermediate）: 週１回 / 全１０レッスン 

（アメリカ東部時間）水曜日、４月１９日 〜 ６月２８日（ ６月２１日休講）、 

時間：午後８時 〜 ９時５０分 
 

（日本時間）木曜日、４月２０日 〜 ６月２９日（６月２２日休講）、 

時間：午前９時 〜 １０時 ５０分 （日本の朝です！日本にいながらニューヨークで英会話を学びましょう！） 

 

中級（上）／上級（Upper Intermediate/Advanced）：週 1 回 / 全９レッスン 

（アメリカ東部時間）月曜日、４月１７日 〜 ６月２６日（５月２９日、６月１９日休講）、 

時間：午後７時 〜 ８時５０分 
 

 

（日本時間）火曜日、４月１８日 〜 ６月２７日（５月３０日、６月２０日休講）、 

時間：午前 ８時 〜 ９時 ５０分 （日本の朝です！日本にいながらニューヨークで英会話を学びましょう！） 

 



コース紹介 / Course Information 

日本人のための英会話教室では、文法はもちろん、新しい表現や語彙の学習、リスニング、会話の練習など、

様々なアプローチで英語の上達を狙います。 

いずれのクラスも、日英バイリンガルのベン・マイラム先生が担当します。 

ベン先生は日本語に精通しているため、文法の説明はとても丁寧で、疑問点も的確に解説してくださいます。新

しい表現・語彙の練習にはベン先生オリジナルの教材をよく使用します。リスニングの練習には、コメディーや

インタビューなど、楽しく実践的な題材を用います。会話の練習では、ベン先生がより自然で正しい言い回しの

フィードバックをくれます。日本語と英語双方に精通している先生ならではの授業内容となっております。何よ

りベン先生はユーモアに溢れ、とてもエネルギッシュな先生なので、ジャパン・ソサエティーでしか受けられな

い充実した内容の授業を楽しめます。ぜひ一度ご体験ください。 

 

中級（下） (Lower Intermediate)  

総合コースである「中級（下）」は、英語の基本知識がすでについた生徒対象。スピーキング、リスニング、読

解、ライティングという言語学習の四つの柱を含み、既知の文法や語彙を利用して英語のネイティブと話し合う

際のコミュニケーションストラテジーを上達させるとともに、ネイティブ向けのメディアをよりスムーズに使え

るように文法的知識を増やします。テレビ番組や簡単な記事などのネイティブを対象とした素材も教材として使

います。ベン先生のサポートのもと、小グループまたはクラス全体でのディスカッションも行われます。 

 

中級（下） 

● 話術を高めるための小グループ・全体でのディスカッション 

● 声音やアクセント／イントネーションを含む英語の発音に慣れること 

● 語彙力を伸ばす方法を探ること 

 

◆ 下記に当てはまる方には特に「中級（下）」をお勧めします 

• 英語力が初級の上〜中級の中に当たる方 

• 英語のファン 

• フレンドリーでプレッシャーのない環境で英語を練習したい方 

• 異文化コミュニケーションに興味のある方 

• 英語学習を通じて質問したいこと・疑問に思っていることをお持ちの方 

 

コース 曜日 / 日にち / 時間 回数 教師 授業方法 

中級（下） アメリカ東部時間 火曜・木曜日   

４月１８日 〜 ６月２７日 

（６月２０日、６月２２日休講） 

午後 １時４５分 〜 ３時 ３５分  

１９ 回 Milam オンライン 

 

 



中級（中） (Intermediate) 

総合コースである「中級（中）」は、スピーキング、リスニング、読解、ライティングという言語学習の四つの

柱を含み、既知の文法や語彙を利用して英語のネイティブと話し合う際のコミュニケーションストラテジーを上

達させるとともに、ネイティブ向けのメディアをよりスムーズに使えるように文法的知識を増やします。テレビ

番組や簡単な記事などのネイティブを対象とした素材も教材として使います。ベン先生のサポートのもと、小グ

ループまたはクラス全体でのディスカッションも行われます。 

 

中級（中） 

• 話術を高めるための小グループ・全体でのディスカッション 

• 声音やアクセント／イントネーションを含む英語の発音に慣れること 

• 語彙力を伸ばす方法を探ること 

• 日本の文化や日常生活について分かりやすく外国人に話す方法を習得すること 

 

◆ 下記に当てはまる方には特に「中級（中）」をお勧めします 

• 英語力が中級の中に当たる方 

• 英語のファン 

• フレンドリーでプレッシャーのない環境で英語を練習したい方 

• 異文化コミュニケーションに興味のある方 

• 英語学習を通じて質問したいこと・疑問に思っていることをお持ちの方 

 

コース    曜日 / 日にち ／ 時間 回数 教師 授業方法 

 

 

 

中級（中） 

 

 アメリカ東部時間 水曜日、 

４月１９日 〜 ６月２８日 

（６月２１日休講） 

午後８時 〜 ９時５０分 

１０ 回 Milam オンライン 

  日本時間  

 

木曜日、 

４月２０日 〜 ６月２９日 

（６月２２日休講） 

午前９時 〜 １０時 ５０分 

１０ 回 Milam オンライン 

 

中級（上）／上級（Upper Intermediate/Advanced) 

総合コースである「中級（上）／上級」はスピーキング、リスニング、読解、ライティングという言語学習の四

つの柱を含んでいるもので、英文法の「本質」を理解するためにほぼ毎クラスで新聞の記事、テレビインタービ

ュー、お笑い番組など、ネイティブを対象とした教材を見ながらネイティブ同士間の「用法」やコミュニケーシ

ョン作戦を重視します。英語と日本語の異なる性質のために「比較文法」の視点から共通の言語学的概念をテー

マに、英語と日本語の表現の仕方の違いも分析します。 

 

◆ 教室内でよく行われる活動は下記の通りとなります 
• 小さなグループやクラス全体でのディスカッション 

• 授業中に判明した間違いの分析 



• 語彙力を強めるための文型練習 

• 似た意味を持つ既知の単語やフレーズの意味合いの違いの分析 

 
◆ 下記に当てはまる方には特に中上級クラスをお勧めします 

• おしゃべりの方 

• 英語のファン 

• 英語について聞きたい事のある方 

• 言語教師、翻訳者、通訳者になりたい方 

 

コース 曜日 / 日にち ／ 時間 回数 教師 授業方法 

 

 

 

中級（上）／上級 

 アメリカ東部時間 月曜日、 

４月１７日 〜 ６月２６日 

（５月２９日, ６月１９日休講） 

午後７時 〜 ８時５０分  

９回 Milam オンライン 

  日本時間  

 

火曜日、 

４月１８日 〜 ６月２７日 

（５月３０日,６月２０日休講） 

午前 ８時 〜 ９時 ５０分 

９回 Milam オンライン 

 

 

授業料 / Tuition 

１９回 クラス 

＄440  ジャパン・ソサエティー会員（法人会員の団体に所属する方は、会員として受け付けます） 

＄480  一般 

＜早期登録割引＞ ４月６日までにご登録されると、$10 OFF となります 

 

１０回 クラス 

＄230  ジャパン・ソサエティー会員（法人会員の団体に所属する方は、会員として受け付けます） 

＄250  一般 

＜早期登録割引＞ ４月６日までにご登録されると、$5 OFF となります 

 

9 回 クラス 

＄210  ジャパン・ソサエティー会員（法人会員の団体に所属する方は、会員として受け付けます） 

＄225  一般 

＜早期登録割引＞ ４月６日までにご登録されると、$5 OFF となります 

 



お申込方法 / How to Register 
お申し込みは、赤い"Register"ボタンよりお進みください。Members はジャパン・ソサエティー会員（法人会員

の団体に所属する方は、会員として受け付けます）、Non-members は会員以外の方となります。 

 

登録方法についてはこちらをご覧ください。 

 

お電話でのお申し込み（212-715-1269）も可能ですが、現在職員がリモートワーク中であるため、電話対応が難

しい場合がございます。予めご了承ください。 

  
 

クラスにお申し込みされた方には、Welcome Email と Zoom のリンクをメール

(language_inquiries@japansociety.org )にて 

 

４月１７日（月）スタートのクラスの場合は４月１４日（金）の午後にお送りします。(いずれもアメリカ東部時間） 

４月１８日（火）スタートのクラスの場合は４月１７日（月）の午後にお送りします。(いずれもアメリカ東部時間） 

４月１９日（水）スタートのクラスの場合は４月１８日（火）の午後にお送りします。(いずれもアメリカ東部時間） 

 

 

何かご不明点がございましたら、language@japansociety.org または 212-715-1269 までお問い合わせ下さい。 

 

 

ご確認ください / Please Note 

• 授業料は一度納められましたら、開講日前日の午後 12 時以降、返金いたしません。それ以前の返金に関

しては、20 ドルのサービス料金が課されます。キャンセルの場合は、お電話で（212-715-1269）ご連絡

ください。メールでのキャンセルはご遠慮願います。 

• 受講者が十分に集まらない場合、クラスはキャンセルとなります。その場合、すでにご登録・お支払いを

済まされている方には全額返金いたします。 

• このクラスは 16 歳以上の方が対象です。 

• クラスの録音・録画はご遠慮願います。 

 

講師の紹介 / Teacher Introduction 

Ben Milam (ベン・マイラム)：コロンビア大学教育学部で応用言語学の修士号を取得したベン・マイラム先生は

政府、教育、エンターテインメントの３業界に精通する経歴の持ち主で、和英翻訳と日英通訳のプロです。かつ

て国際連合アドバイザーを務めたこともあります。アスク出版社の「Nihongo Fun & Easy」や外務省出版の漫画

「めぐみ」など、様々な教科書や漫画の翻訳にも関わっています。エンターテイメント業界でのハイライトは、

https://assets.ctfassets.net/zwqohdz2e0fx/4T8SXbOD8eTYLxG0Le8eKV/5ec804387546b14257538a21a56835c1/_____________________How_to_Register.pdf
mailto:language_inquiries@japansociety.org
mailto:language@japansociety.org


所ジョージの「笑ってコラえて！」でテイラー・スウィフトにインタビューしたこと、また、日本のセレブ相手

の英語個人教師など、多々の経験をもった異色英語教師として現在 NY 中心に活躍中です。 

 

 
 

関連プログラム / Related Programs 

 

無料英会話体験講座 English Trial Lesson 近日開講 Coming soon 

 

Nihongo Chat 日本語と英語の語学交換会 近日開講 Coming soon 

 

  



English Courses 
 
 

Lower Intermediate 中級（下） 
(Eastern Time US) Tues. & Thurs., 4/18 – 6/27 (no class 6/20, 6/22), 1:45 - 3:35 pm (19 classes, online) 

 

Intermediate 中級（中） 

(Eastern Time US) Wed., 4/19 – 6/28 (no class 6/21), 8:00 - 9:50 pm, (10 classes, online) 

(Japan Time) Thurs., 4/20 – 6/29 (no class 6/22), 9:00 – 10:50 am, (10 classes, online) 

 

Upper Intermediate/Advanced 中級（上）／上級 

(Eastern Time US) Mon., 4/17 – 6/26 (no class 5/29, 6/19), 7:00 - 8:50 pm, (9 classes, online) 

(Japan Time) Tues., 4/18 – 6/27 (no class 5/30, 6/20), 8:00 – 9:50 am, (9 classes, online) 

 

These comprehensive English courses cover the four main components of language study: speaking, listening, 

reading, and writing. Emphasis is placed on utilizing known grammar and vocabulary to improve communication 

strategies with native English speakers while expanding grammatical knowledge to interact with native-geared 

materials. Native materials are used wherever possible, and include TV shows and simple news articles. Students 

regularly participate in small-group and class-wide discussions.  

 

Regular features of the class include: 

1. Small-group discussions to refine speaking skills 

2. Becoming more familiar with English pronunciation (speech sounds and stress/intonation) 

3. Exploring strategies for increasing vocabulary 

4. Learning how to talk about Japanese culture and daily life in Japan to people from other countries 

 

These courses are recommended for: low- to high-intermediate/advanced level learners, English enthusiasts, 

people who want to practice speaking English in a friendly environment, people interested in cross-cultural 

communication, people who have questions about English.  

We welcome students to participate from Japan or anywhere else in the world. 

  

Tuition 

19-lesson Course 

$440 Japan Society members / Japan Society Corporate Members 

$480 nonmembers 

Early Registration Discount: Register by Thursday, April 6 and receive $10 off your tuition! 

 

10-lesson Course 

$230 Japan Society members / Japan Society Corporate Members 

$250 nonmembers 

Early Registration Discount: Register by Thursday, April 6 and receive $5 off your tuition! 

 

9-lesson Course 

$210 Japan Society members / Japan Society Corporate Members 

$215 nonmembers 

Early Registration Discount: Register by Thursday, April 6 and receive $5 off your tuition! 

 

 

 



 

Instructor 

 

Mr. Ben Milam, who holds an MA in TESOL & Applied Linguistics from Columbia University, is a seasoned 

Japanese-English translator and interpreter with a multi-faceted professional background in government, 

education, and entertainment. A former United Nations advisor, Ben has translated a variety of Japanese 

textbooks and manga, including Ask Publishing’s Nihongo Fun & Easy and Megumi, a manga released by Japan’s 

Ministry of Foreign Affairs. Highlights from the entertainment sector include interviewing Taylor Swift for George 

Tokoro’s Waratte Koraete!, teaching ESL to a secret handful of Japanese celebrities, and winning the Gilda 

Radner Award for Standup Comedy. 

 

 

How to Register 
 

Registration may be completed online (recommended) or by phone at (212) 715-1269, or in-person on select 

days. Class size is limited, and students must be 16 or older. 

 
 

Registrants will receive a Welcome Email and Zoom link from language_inquiries@japansociety.org on  

the afternoon of Friday, April 14 (for classes starting on Mon., April 17) NYC time 

the afternoon of Monday, April 17 (for classes starting on Tues., April 18) NYC time 

the afternoon of Tuesday, April 18 (for classes starting on Wed., April 19) NYC time 
 

 

Questions?  Please email us at language@japansociety.org, or call at (212) 715-1269.  Please note that while 

we are working remotely, we may not always be reachable by phone.  

 

 

Please Note 
 

Cancellation Policy: Cancellations are accepted until 12 pm ET, the business day before a course or 

workshop begins. With a cancellation, a refund of tuition minus a service charge ($20 for courses, $5 for 

workshops) will be provided. After this deadline, cancellations are not accepted.  

 

Cancellations are accepted by phone only. We do not accept email cancellations.  

 

Japan Society also reserves the right to cancel any course or workshop if sufficient enrollment is not obtained. In 

such cases, students already enrolled will receive full refunds (no service charge). 

 

By registering for a course, you accept and agree to the above terms of the cancellation policy.  

 

Students must be age 16 or older. 

 

We do not record these classes, and recording of these classes is prohibited.  If a student misses a class, it 

may be possible to arrange a make-up class in the same semester, if available. More information will be provided 

in the Welcome Email.    

 

If you need to switch to a different level after your course has begun, it may be possible pending availability and 

may only be done within the same semester. Please contact the office. 

mailto:language_inquiries@japansociety.org

