
好評につき、2018年7月期まで延長！

Ｕ-35（35歳以下）支援！10～20％割引キャンペーン！
35歳以下の方には、Ｕ-35割として正規学費より10～20％の
割引が適用されます。詳細は137ページをご覧ください。

■カリキュラム制プログラム（週2～5日）

４週間集中英語［夜間コース］
４週間集中英語［法人コース］
３ヵ月集中英語［昼間コース］教育訓練給付制度指定講座（中級）
３ヵ月集中英語［夜間コース］
大学院留学準備

■選択制プログラム（週1日～、3ヵ月単位）

ビジネス英語
スキル・テーマ別英語
検定試験対策

■通訳者養成プログラム（週1日～、3・6ヵ月単位）

通訳メソッド活用コース
通訳コース
選択科目

■グローバル人材育成プログラム（週1日～、3ヵ月単位）

国際教養講座

2018年4月期・7月期
総合案内

一般財団法人 国際教育振興会  日米会話学院 since 1945
International Education Center (IEC) / Nichibei Kaiwa Gakuin

■小中高生英語プログラム（週1日～、3・4ヵ月単位）

■その他プログラム
プライベートレッスン
短期セミナー・講習（概要）

■法人英語研修（通学制・講師派遣）

クラスを探す



日 米 会 話 学 院（1945年11月設立）

併 設  日 本 語 研 修 所  Japanese Language Institute （JLI） （1967年設立）
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目　的
グローバル化社会に対応できる「教養ある英語力」と「コミュニケーションスキル」を備えた人材の養成

●�ビジネスパーソン、企業研修生、駐在員の家族、日本人の配偶者、日本文化の学習者などの成人外国人を対象。
●�ビジネス、日常の場面で役立つ日本語力を習得（オリジナルテキスト使用）。

日本語研修所ホームページ：www.nichibei.ac.jp/njli

特　色
●「初級の英会話」から「上級の通訳コース」までの多様なプログラム。
●「話す・聴く」力に加え、「文法・語彙・読解・文章」力を強化し、「教養ある英語力」の習得を目指す。
●「発信型英語力（話す・書く）」、「対外交渉力」を重視。
●英米人講師、日本人講師の組み合わせによる相互補完的学習。
●法人英語研修のニーズにも対応（学内・法人内研修、プライベートレッスン等）。
●各プログラムとも開講後に中途受講（受講開始以降の授業回数分のお支払い）することができます。

留学準備相談（無料）
高校、大学、大学院への正規留学から語学留学、法人海外研修まで、留学・研修に必要な語学力、効果的な事前学
習法、留学中の学習法、帰国後の語学力維持の仕方など、経験豊富な教職員が丁寧に説明します（要事前予約）。

日米会話学院ホームページ：www.nichibei.ac.jp

※�日米会話学院は四谷駅前地区再開発のため、2016年
1月〜2019年9月の期間、仮校舎に移転しています。

再開発後イメージ（2019.10竣工予定）�
当学院は高層棟右横の教育棟3階に入居

仮校舎、四ツ谷駅下車徒歩5分�
当学院は1階の一部と2階全部に入居



一 般 財 団 法 人  国 際 教 育 振 興 会（1948年8月認可）

日米会話学院、日本語研修所の設置者です。
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目　的
●国際教育の交流と普及� ●英語・日本語等語学教育の実践（日米会話学院・日本語研修所の運営）
●異文化理解の促進� � ●これらの事業を通し、世界平和の構築に寄与

主な国際交流・異文化理解促進事業（後援は一部、申請中のものがあります。）

■グローバル人材育成プログラム
●国際教養講座（School�of�International�Studies�-SIS-）　●大学院留学準備

■外国人による日本語弁論大会�（後援：外務省、文化庁、日本放送協会等）�since�1960

■日米学生会議�（後援：外務省、文部科学省、米国大使館等）�since�1936

■英語教育方法研究セミナー�since�2000

■高円宮妃殿下英語論文コンクール支援�（後援：アルバータ大学、協賛：カナダ大使館）�since�2010

■海外高校・大学・大学院日本研修プログラム�（後援：三鷹市霊泉山禅林寺）　　など

国際教育振興会ホームページ：www.iec-nichibei.or.jp

第57回（2016）大会　岐阜県高山市にて第7回（1966）大会　東京都虎ノ門ホールにて

外国人による日本語弁論大会 （NHK�Eテレより放送「ワタシの見たニッポン」）

第67回（2015）会議　外務省主催のレセプションにて第2回（1935）会議　米国大学にて

日米学生会議



目 次・プ ログラム 案 内
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上段は英検、下段はTOEICテスト

プログラム／コース／科目
受講レベル（英語習熟度）

ペ
ー
ジ

3級/�
準2級 2級 準1級 1級

300
～

400
～

500
～

600
～

700
～

800
～

900
～

■カリキュラム制プログラム 8

●４週間集中英語 ［夜間コース］� （週3日） 9

●４週間集中英語 ［法人コース］� （昼、週5日） 13

●３ヵ月集中英語 ［昼間コース］� （週5日） 17

●３ヵ月集中英語 ［夜間コース］� （週4日） 23

●大学院留学準備＊� （夜、週2日、3ヵ月） 27

■選択制プログラム 31

●ビジネス英語� （早朝/夜/土、週1日〜、3ヵ月） 33

■トレーニング 36

発信力・表現力�ビジネス編 36

ロジカルスピーキング 38

■実践 39

ビギナーのためのビジネスコミュニケーション 39

ビジネスコミュニケーション 40

TED�Talksでスピーキング 41

ビジネスアウトプット、ビジネスアウトプット�アドバンスト 41

クリティカルビジネスイングリッシュ 43

ファイナンスの英語 44

Mini�MBA 45

ビギナーのためのビジネスライティング 46

ビジネスライティング 46

●スキル・テーマ別英語� （早朝/昼/夜/土/日、週1日〜、3ヵ月） 49

■発信力・表現力 53

発信力・表現力 53

使える英語トレーニング 54

シャドーイングで英語力強化、シャドーイングで英語力強化�発展編� 55

上級者レベルの英語強化を目指す総合講座� 56

■英会話 57

ビギナーのための英会話 57

実践スピーキング 58

日米会話学院について 1

受講レベル 6

英語力習得に必要な時間数は？ 7

プログラム案内 8
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上段は英検、下段はTOEICテスト

プログラム／コース／科目
受講レベル（英語習熟度）

ペ
ー
ジ

3級/�
準2級 2級 準1級 1級

300
～

400
～

500
～

600
～

700
～

800
～

900
～

イギリスを学ぶ 59

英語で世界を知ろう 59

英会話（日本と世界を語ろう） 59

■時事英語・ディスカッション 60

聴き取りと討議（TVニュース） 60

聴き取りと討議（今週のTVニュース）� 60

聴き取りと討議（サイエンス番組で学ぶ英語） 61

読解・聴き取りと討議（英字新聞・TVニュース） 61

読解と討議（Global�Issues） 62

読解と討議（アメリカの政治とトランプ大統領）� 62

読解と討議（アメリカのユーモア） 63

読解と討議（英字新聞・雑誌） 63

■文法・ライティング・語彙 65

英文法 65

ブラッシュアップ英文法 67

ライティングのための英文法 67

■リスニング・発音 68

リスニング（TVニュース） 68

CNNを活用したリスニングスキルアップ 68

発音・リスニング 69

■リーディング 71

ブラッシュアップ・リーディング（長文読解） 71

リーディング（短編小説） 71

新聞を読む 72

「オーウェルを読む」精読講座 72

リーディング（National�Geographic） 72

●検定試験対策� （昼/夜/土/日、週1日〜、3ヵ月） 73

TOEIC®テスト�ターゲット600・730・900 75

TOEFL�iBT®テスト�61〜80・100 76

IELTS�ターゲット�6.0・6.5 77

英検1級対策 78

国連英検特A級対策 79

スピーキングテスト対策 80

■通訳者養成プログラム� （昼/夜/土/日、週1日〜、3・6ヵ月） 81

●通訳メソッド活用コース 83

●通訳コース 85

●選択科目 88

■ グローバル人材育成プログラム  
� （早朝/昼/夜/土/日、週1日〜、3ヵ月）

91

●国際教養講座＊ 91

注）�＊は国際教育振興会の事業です。
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上段は英検、下段はTOEICテスト

プログラム／コース／科目
受講レベル（英語習熟度）

ペ
ー
ジ

3級/�
準2級 2級 準1級 1級

300
～

400
～

500
～

600
～

700
～

800
～

900
～

◆科目索引（選択制・通訳者養成・グローバル人材育成プログラム）［時間帯・曜日別］ 109

■小中高生英語プログラム� （土、週1日〜、3・4ヵ月） 115

レベル1〜4� （レベルの目安：小学生） 英語習熟度別クラス編成
（英語力によっては学年に関わら
ず希望クラスの受講ができます）

118

レベル4〜5� （レベルの目安：中学生） 119

レベル6〜8� （レベルの目安：高校生） 120

■その他プログラム 121

●プライベートレッスン 121

●短期セミナー・講習（概要）� 詳細は同講習案内書（別冊）ご参照 123

■法人英語研修（通学制・講師派遣） 125

●法人内研修［企業・団体・大学等］（講師派遣） 126

●官庁企業３ヵ月プログラム（通学制）� （昼、週5日） 127

●既存プログラム内研修（通学制）� 当学院の各プログラムで研修 128

●カスタマイズ研修（通学制） 128

講師紹介 129

募集要項 ［�カリキュラム制、選択制、通訳者養成（通訳メソッド活用コース・選択科目）、� �
グローバル人材育成、小中高生英語］ 133

募集要項 ［通訳者養成（通訳コース）］ 135

中途受講・授業見学・学費割引・クラス変更・受講撤回時の取り扱い 137

振替受講について 139

留学先のご紹介 140

日米会話学院 受講生へのお知らせ 141

受講約款 143



受 講レ ベ ル（ 英 語 の 習 熟 度 ）の 説 明
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受講レベル
（英語の習熟度） 受講レベルの説明

英
検
1
級

上級２
TOEICテスト
900点～

・広範な話題について、論理的に話せるだけでなく、幅広い語彙や慣用句をその場に応じて
適切に使い分けることができる。

・多様な時事英語や抽象的な話題についてネイティブスピーカーと同等の討論ができる。
・英字新聞や雑誌、ニュースなどの話題について問題なく理解することができる。

上級１
TOEICテスト
800点～

・馴染みのない時事問題や抽象的な話題について、その場に応じて論理的に話すことがで
きる。

・話題によってはネイティブスピーカーと同等程度の討論ができる。
・ニュースを正確に聴き取ることは難しいが、英字新聞や雑誌などの英語の要点や詳細をつ

かむことができる。

英
検
準
１
級

中級2
TOEICテスト
700点～

・馴染みのある時事問題や抽象的な話題について、自分の考えを論理的に述べることがで
き、相手の意見にも理由をつけて反論することができる。

・英字新聞や雑誌、ニュースなどの要点をつかむことができる。知識のある話題については
詳細を理解することができる。

中級1
TOEICテスト
600点～

・馴染みのある時事問題などの話題について、自分の考えを述べることができ、相手の意見
にも反論できるが、意味が曖昧になることがある。

・英字新聞や雑誌、ニュースなどの要点をつかむことができる。知識のある話題については
ある程度詳細を理解することができる。

英
検
２
級

初級2
TOEICテスト
500点～

・日常生活や業務について、詳しく話すことができる。身近な話題であれば自分の意見を述
べることができる。

・SVOの語順のほか、様々な接続詞を使うことができる。
・馴染みのある身近な話題に関する会話をある程度理解でき、文章についても時間をかけ

れば理解できる。

英
検
準
２
級
／
３
級

初級1
TOEICテスト
400点～

・日常生活や業務について、短い文を使ってなんとか話すことができる。
・SVOの語順を使って文を作り、話すことができる。
・馴染みのある身近な話題に関する会話や文章の要点を大まかにつかむことができる。

入門
TOEICテスト
300点～

・挨拶や簡単な自己紹介をすることができる。
・日常の生活や業務について、簡単な単語やフレーズを用いて話すことができる。
・簡単で短い会話や文章を理解することができる。

プログラム、コース、科目を受講するための、英語のレベル（習熟度）です。プログラム、コース、科目を選択する
際の目安として、ご覧ください。
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米国国務省の新人職員に外国語研修を
行っているForeign�Service�Institute�
(FSI)では、外国語習得に必要な平均時
間を公開しています。

それによると、英語を母語とする人が言
語体系の全く異なる日本語、アラビア
語、中国語等を習得する場合、当該語学
力ゼロからはじめて2,200時間程度集
中して学習すると、日常やビジネスの場で通じる語学力を習得できる、とあります。日本語を母語と
する人が英語を学習する場合も同じ、と言えるでしょう。

日本人の場合、中学、高校、大学、そして自宅学習と合計で2,000時間程度の英語学習をしています
が、2年間で集中的に学習すべきことを8年間に引き延ばしているのであまり効率的とは言えませ
ん。また、実践的な訓練よりは、文法、読解、英作文などの比重が高くなっているのが一般的です。

飛行機が離陸時に一定の距離を集中して全力疾走しないといつまでたっても離陸できないのと同じ
で、ある程度の力はつきますが、なかなか実際に通じる英語力とまではいきません。

それではどうすれば良いかと言うと、日本人の場合は、中高大の8年間で
文法、単語、構文等、英語の土台が比較的よく構築されているので、この土台
にある期間、集中して実践的な会話訓練（英語の筋トレ）を加えてやれば良
い、ということになります。

日常やビジネスの場で通じる英語力をつけるにはどの程度の訓練時間が
必要かは、訓練前の英語力や個人差にもよりますが、当学院の経験からは
1,000時間程度という答えが出てきます。

ただし、必要とされる英語力は、職種、職位、担当部署等により様々で、多忙
なビジネスパーソンが割ける時間も様々です。

�
�

当学院では、通じる英語を必要とする方 （々法人、個人）のご要望に応えるため、週1日から5日まで�
多様かつ継続して受講できるプログラムをご用意しております。

英語力習得に必要な時間数は？

350時間 612時間 962時間 90時間

2,014時間
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カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
制
プ
ロ
グ
ラ
ム

■カリキュラム制プログラム

特色

［集中英語］
●�週3日から5日の集中訓練で、日常、ビジネスで通じる実践的英語力を構築します。
●�大学受験レベルの文法、構文を使った言わば英語の筋力トレーニングのコースです。したがって、�

予習よりも復習が大切となります。特に短い期間のコースは自宅での練習が重要となります。
●�初級からレベルがあり、受講者のレベルに合わせ、段階的に継続して受講することができます。
●�4週間集中（夜間・法人コース）と3ヵ月集中（昼間・夜間コース）があります。

［大学院留学準備］
●�欧米の大学院留学予定の方、留学を目指している方対象のコース（TOEICテスト830点〜、週2日）

です。

プログラム構成

プログラム 授業内容

●４週間集中英語［夜間コース］ 大量の日→英置き換え訓練で、英語の発信力・表現力を身に付けます。
ネイティブスピーカー講師と日本人講師が連帯指導します。

●４週間集中英語［法人コース］ 夜間コースの内容に加え、英語のみの環境でビジネス英語スキル（プレ
ゼン、交渉、ライティングなど）を強化します。

●３ヵ月集中英語［昼間コース］ ネイティブスピーカー講師を中心に英語会話を徹底的に訓練します。
併せて、読む、書く訓練も行います。

●３ヵ月集中英語［夜間コース］ ［昼間コース］と同様ですが、カリキュラムが多少異なります。

●大学院留学準備［夜間、月・水］ 速読、レポート作成、口頭発表スキル等、留学に必須のスキルを強化し
ます。

●官庁企業３ヵ月プログラム［昼間］
法人からの委託生を対象に、国際部員としての対外交渉力を徹底して訓
練します。

（法人英語研修127ページをご覧ください）
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海外赴任／出張準備、プレゼン準備、新入社員・内定者研修など、学習時間
が限られている方を対象とし、大量の「日→英即時通訳・翻訳練習」により、
ビジネスや日常の場面で役立つ英語の「発信力・表現力」を強化します。

特色
●�日本人講師とネイティブスピーカー講師の連携指導により、日本人学

習者に最適な英語教授法を提供します。
●�希望者は受講前および受講期間中に受講レベルや学習方法についての

カウンセリングを受けることができます（要予約）。
●�｢ビジネスアウトプット」を併せて受講することで、週4日の集中受講

をすることができます。詳しくは41ページをご覧ください。

レベル構成

レベル2
英検準1級、TOEICテスト750点～

●日↕英変換トレーニングで語彙・表現を拡充
●重要なビジネスシーンでのプレゼン・交渉が可能
なコミュニケーション力を習得

レベル1
英検準2級、TOEICテスト400点～

●日↕英変換トレーニングで語彙・表現を習得
●一般的なビジネスシーンに対応できるコミュニ
ケーション力を習得

※�各レベルとも、複数クラス成立の場合、英語のレベル別クラス編成を行います。
※申込者数により、レベルが成立しない場合もあります。あらかじめ、ご了承ください。
※�企業、団体からの派遣生を受け付けています。詳しくは電話（直通:�03-3353-2957、� �

代表:�03-3359-9621）、またはEメール（info@nichibei.ac.jp）にてお問い合わせください。

カリキュラム制プログラム

４週間集中英語［夜間コース］
（4週間、夜、週3日、6時間／週）

プログラム概要

開講月 年7回開講されます。
※よりカスタマイズされたスケジュール・内容をご希望の方（法人・個人）は、4週間集中英語担当者までご相談くだ
さい（Eメール:info@nichibei.ac.jp、電話:03-3359-9621）。

申込方法 申し込み順の受付となります。
（募集要項の133、134ページご参照。ただし、申込期間は下記となります）。

履修期間 ４週間（12日）�　各レベル2期（合計8週間）まで段階的に継続して履修できます。

授業時限数 12時限／４週間（１時限120分）

授業日・
授業時間帯 月・水・金曜日（週3日）　19:00～21:10�（1日120分授業1回）

授業日程・
申込期間

学期 授業日程 申込期間

5月期 2018年5月14日（月）～6月8日（金） 4月2日（月）～5月2日（水）

6月期 2018年6月18日（月）～7月13日（金） 5月7日（月）～6月7日（木）

8月期 2018年8月20日（月）～9月14日（金） 7月9日（月）～8月9日（木）

10月期 2018年10月1日（月）～10月29日（月）� 休み：10/8 8月20日（月）～9月20日（木）

11月期 2018年11月12日（月）～12月10日（月）�休み：11/23 10月1日（月）～11月1日（木）

1月期 2019年1月16日（水）～2月13日（水）� 休み：2/11 12月3日（月）～1月7日（月）

2月期 2019年2月25日（月）～3月22日（金） 1月7日（月）～2月7日（木）

コード番号 学期 レベル1 レベル2

5月期 58111 58121

6月期 58112 58122

8月期 58113 58123

定員 最大10名、各期2～4クラス編成。
（クラスの人数、クラス編成は学期ごとに異なります）

講師 当学院日本人講師とネイティブスピーカー講師約4～6名が担当します。
（うち、英語を母語とする者約2名）

使用言語 曜日により異なります。

学費 新規受講者 57,600円

継続受講者 52,600円

学費は消費税込みの金額です。

教材費 3,500円程度
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カリキュラム制プログラム

４週間集中英語［夜間コース］

プログラム概要

開講月 年7回開講されます。
※よりカスタマイズされたスケジュール・内容をご希望の方（法人・個人）は、4週間集中英語担当者までご相談くだ
さい（Eメール:info@nichibei.ac.jp、電話:03-3359-9621）。

申込方法 申し込み順の受付となります。
（募集要項の133、134ページご参照。ただし、申込期間は下記となります）。

履修期間 ４週間（12日）�　各レベル2期（合計8週間）まで段階的に継続して履修できます。

授業時限数 12時限／４週間（１時限120分）

授業日・
授業時間帯 月・水・金曜日（週3日）　19:00～21:10�（1日120分授業1回）

授業日程・
申込期間

学期 授業日程 申込期間

5月期 2018年5月14日（月）～6月8日（金） 4月2日（月）～5月2日（水）

6月期 2018年6月18日（月）～7月13日（金） 5月7日（月）～6月7日（木）

8月期 2018年8月20日（月）～9月14日（金） 7月9日（月）～8月9日（木）

10月期 2018年10月1日（月）～10月29日（月）� 休み：10/8 8月20日（月）～9月20日（木）

11月期 2018年11月12日（月）～12月10日（月）�休み：11/23 10月1日（月）～11月1日（木）

1月期 2019年1月16日（水）～2月13日（水）� 休み：2/11 12月3日（月）～1月7日（月）

2月期 2019年2月25日（月）～3月22日（金） 1月7日（月）～2月7日（木）

コード番号 学期 レベル1 レベル2

5月期 58111 58121

6月期 58112 58122

8月期 58113 58123

定員 最大10名、各期2～4クラス編成。
（クラスの人数、クラス編成は学期ごとに異なります）

講師 当学院日本人講師とネイティブスピーカー講師約4～6名が担当します。
（うち、英語を母語とする者約2名）

使用言語 曜日により異なります。

学費 新規受講者 57,600円

継続受講者 52,600円

学費は消費税込みの金額です。

教材費 3,500円程度

U-35割
35歳以下支援　10%割引対象！

詳細は137ページをご覧ください。
2018年8月期まで。
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週間時間割�（レベル1、2共通）
●週2日： 日本人バイリンガル講師によるパターンプラクティス練習
●週1日： ネイティブスピーカー講師による応用練習

時間帯 月 水 金
19:00～21:10
（120分/時限）

発信力・表現力�
〔日→英〕

発信力・表現力�
〔日→英〕

発信力・表現力�
〔日→英〕

※「ビジネスコミュニケーション」（火/土）、「ビジネスアウトプット」（木/土）を併せて受講することで実践的な演習の機会
をさらに増やすことができます。詳しくは40〜41ページをご覧ください。

授業内容
■ レベル1（TOEICテスト 400点～） （1時限＝120分授業）

発信力・表現力〔日→英〕 初中級 （月・水・金、週3時限）
●�日米会話学院通訳メソッドを用いた積み重ね式パターンプラクティスからなるオリジナルテキストを用いて徹底的
な反復練習を行い、日本語から英語への即時の発信回路をつくる。

●�学んだ語彙・表現を使い、文法的に正しい文章で、わかりやすくコミュニケーションを取る練習を行う。
レベル1で取り上げる通訳トレーニングメソッド
音読　　　オーバーラッピング　　　シャドーイング　　　頭ごなし訳
●�使用言語：英日

■ レベル2（TOEICテスト 750点～） （1時限＝120分授業）

発信力・表現力〔日→英〕 上級 （月・水・金、週3時限）
●�日米会話学院通訳メソッドを用いた積み重ね式パターンプラクティスからなるオリジナルテキストを用いて徹底的
な反復練習を行い、日本語から英語への即時の発信回路を強化する。

●�学んだ語彙・表現を使い、まとまりのある文章で、論理的かつ効果的にコミュニケーションを取る練習を行う。
レベル2で取り上げる通訳トレーニングメソッド
音読　　　オーバーラッピング　　　シャドーイング　　　頭ごなし訳　　　リテンション
●使用言語：英日

※カリキュラムは、教学上の理由により変更されることがあります。
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「日米会話学院」の歩みは、日本の戦後
復 興と共 にスタ ートを 切りました。�
終戦直後、政府機関や企業において、
占領軍当局との英語による交渉ができる
人材の育成が急務となった状況の下、
1945年11月1日浅草橋の日本橋高女

（当時）の校舎を借用し、「日米会話学院」
は開校されました。

一般財団法人国際教育振興会（IEC）の現在のロゴは、創立
40周年を記念して1985年に作成されました。

飛翔する二羽の鳥により、「地球規模に舞い上がろう」という
「地球時代の精神」を訴え、先端を切って鮮やかに突き進む
という「時代をリードする能力」を表わしております。また
二羽の鳥がペアで飛ぶ姿から「異文化間コミュニケーション
のあり方」を暗示させております。

以来、70余年、輩出した卒業生・受
講生は150,000人を超えています。

日米会話学院の

設立から現在まで

IEC（International Education Center）のロゴについて
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当コースは法人からの委託生を対象に各レベル4名以上の
参加をもって随時開講します。

海外赴任／出張準備、プレゼン準備、新入社員・内定者研修など、学習時間
が限られている方を対象とし、大量の「日→英即時通訳・翻訳練習」により、
ビジネスや日常の場面で役立つ英語の「発信力・表現力」を強化します。

特色
●�日本人講師とネイティブスピーカー講師の連携指導により、日本人学

習者に最適な英語教授法を提供します。
●�プレゼン・会議・交渉スキルの実践演習を通じ、国際ビジネスの場で

活用できる英語運用力を身につけます。
●�希望者は受講前および受講期間中に受講レベルや学習方法についての

カウンセリングを受けることができます（要予約）。
●�科目を選択しての受講が可能です。
●�受講形態　�午前・午後�（20時限／週）� �

午前のみ� （10時限／週）� �
午後のみ� （10時限／週）

レベル構成

レベル2
英検準1級、TOEICテスト750点～

●日↕英変換トレーニングで語彙・表現を拡充
●重要なビジネスシーンでのプレゼン・交渉が可能
なコミュニケーション力を習得

レベル1
英検準2級、TOEICテスト400点～

●日↕英変換トレーニングで語彙・表現を習得
●一般的なビジネスシーンに対応できるコミュニ
ケーション力を習得

※�各レベルとも、複数クラス成立の場合、英語のレベル別クラス編成を行います。
※申込者数により、レベルが成立しない場合もあります。あらかじめ、ご了承ください。

プログラム概要

開講月 法人のご要望により4名以上の参加をもって随時開講されます。
※よりカスタマイズされたスケジュール・内容をご希望の方は法人研修担当までご相談ください。

申込方法 法人研修担当までご連絡ください。
Eメール:kenshu@nichibei.ac.jp　電話:03-3353-2957

履修期間 4週間（20日）

授業日程 月～金（週5日）

授業時間帯・
授業時限数

受講形態 授業時間帯 授業時限数

午前・午後 � 9:15～16:50（90分授業4回/日） 80時限/4週

午前のみ � 9:15～12:35（90分授業2回/日） 40時限/4週

午後のみ 13:30～16:50（90分授業2回/日） 40時限/4週

定員 1クラス4～10名程度。

講師 当学院日本人講師とネイティブスピーカー講師が担当します。

使用言語 科目により異なります。授業内容をご覧ください。

学費 受講形態 新規受講者 継続受講者

午前・午後 288,000円 268,000円

午前のみ 147,600円 137,600円

午後のみ 147,600円 137,600円

学費は消費税込みの金額です。

教材費 10,000円程度

カリキュラム制プログラム

４週間集中英語［法人コース］
（4週間、昼、週5日、30時間／週）



- 14 -

　

４
週
間
集
中
英
語［
法
人
コ
ー
ス
］

プログラム概要

開講月 法人のご要望により4名以上の参加をもって随時開講されます。
※よりカスタマイズされたスケジュール・内容をご希望の方は法人研修担当までご相談ください。

申込方法 法人研修担当までご連絡ください。
Eメール:kenshu@nichibei.ac.jp　電話:03-3353-2957

履修期間 4週間（20日）

授業日程 月～金（週5日）

授業時間帯・
授業時限数

受講形態 授業時間帯 授業時限数

午前・午後 � 9:15～16:50（90分授業4回/日） 80時限/4週

午前のみ � 9:15～12:35（90分授業2回/日） 40時限/4週

午後のみ 13:30～16:50（90分授業2回/日） 40時限/4週

定員 1クラス4～10名程度。

講師 当学院日本人講師とネイティブスピーカー講師が担当します。

使用言語 科目により異なります。授業内容をご覧ください。

学費 受講形態 新規受講者 継続受講者

午前・午後 288,000円 268,000円

午前のみ 147,600円 137,600円

午後のみ 147,600円 137,600円

学費は消費税込みの金額です。

教材費 10,000円程度

カリキュラム制プログラム

４週間集中英語［法人コース］ U-35割 35歳以下支援　10%割引対象！
（詳細は担当にお問い合わせください）
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週間時間割
月曜～金曜 レベル1（TOEICテスト400点～） レベル2（TOEICテスト750点～）

午前
09:15～10:50 ビジネスアウトプット　初中級 発信力・表現力〔日→英〕　上級
11:00～12:35 発信力・表現力〔日→英〕　初中級 ビジネスアウトプット　上級

午後
13:30～15:05 読解と討議〔異文化と国際ビジネス〕�初中級 ビジネスライティング　上級
15:15～16:50 ビジネスライティング　初中級 読解と討議〔異文化と国際ビジネス〕�上級

授業内容
■  レベル1（TOEICテスト 400点～） （1時限＝90分授業）

発信力・表現力〔日→英〕 
（月～金、週5時限）

●�日米会話学院通訳メソッドを用いた積み重ね式パター
ンプラクティスからなるオリジナルテキストを用いて徹
底的な反復練習を行い、日本語から英語への即時の発
信回路をつくる。

●�学んだ語彙・表現を使い、文法的に正しい文章で、わか
りやすくコミュニケーションを取る練習を行う。

レベル1で取り上げる通訳トレーニングメソッド
・音読　　　・オーバーラッピング　　　
・シャドーイング　　　・頭ごなし訳
●�使用言語：英日

読解と討議〔異文化と国際ビジネス〕 
（月～金、週5時限）

●�異文化理解、国際ビジネス習慣に関する知識、英語表
現、語句を学ぶ。

●�教材の内容に関して、要約、討議、プレゼンテーションを
行い、異文化間のビジネス交流のために必要な、英語運
用力および論理思考の基本を身につける。

レベル1で取り上げる話題
ビジネス、経済、環境、社会問題等、日本人ビジネスパーソ
ンが関わりを持つ可能性の高い新しいトピックを選び、取
り上げていきます。
●�使用言語：英

ビジネスアウトプット 
（月～金、週5時限）

●�国際ビジネスの場で必要な、基本的な語彙力・表現力を
身につける。

●�英語でコミュニケーションを取ることに慣れる。
●�ミーティング、プレゼンテーション、電話応対、等を実践
的に体験し、英語の知識を使える英語スキルに変換す
る。

レベル1で取り上げるシチュエーション／スキル
・Interpersonal�communication
・Telephone-based�communication
・Meeting-based�communication
・Presentation�skills,�etc
●�使用言語：英

ビジネスライティング 
（月～金、週5時限）

●�ビジネスEメールの構成・頻出語句を学び、実際に書き、
講師によるフィードバックを受ける。

●�ビジネスメールの構成・基本ルール
・Opening�/�Body�/�Closingの書き方
・冒頭敬辞（Hello,�Dear,�etc）の使い分け
・�結尾敬辞（Regards,�Sincerely）の使い分け

●�ビジネスEメールの定型表現・頻出表現
●�目的別メールの書き方
・�問い合わせ・依頼・通知・お知らせ・確認・苦情、etc

●使用言語：英
注：�ライティングの内容は受講生のニーズに合わせ、アレ
ンジします。

※�使用言語欄の「英日」は英語と日本語の両方を、「英」は英語のみを使った授業を行います。
※�カリキュラムは、教学上の理由により変更されることがあります。
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■  レベル2（TOEICテスト 750点～） （1時限＝90分授業）

発信力・表現力〔日→英〕 
（月～金、週5時限）

●�日米会話学院通訳メソッドを用いた積み重ね式パター
ンプラクティスからなるオリジナルテキストを用いて徹
底的な反復練習を行い、日本語から英語への即時の発
信回路を強化する。

●�学んだ語彙・表現を使い、まとまりのある文章で、論理
的かつ効果的にコミュニケーションを取る練習を行う。

レベル2で取り上げる通訳トレーニングメソッド
・音読　　　・オーバーラッピング　　　
・シャドーイング　　　・頭ごなし訳　　　・リテンション
●使用言語：英日

読解と討議〔異文化と国際ビジネス〕 
（月～金、週5時限）

●�異文化理解、国際ビジネス習慣に関する知識、英語表
現、語句を学ぶ。

●�教材の内容に関して、要約、討議、プレゼンテーションを
行い、異文化間のビジネス交流のために必要な実践的
な英語運用力および論理思考を身につける。

レベル2で取り上げる話題
ビジネス、経済、環境、社会問題等、日本人ビジネスパーソ
ンが関わりを持つ可能性の高い新しいトピックを選び、取
り上げていきます。
●使用言語：英

ビジネスアウトプット 
（月～金、週5時限）

●�さまざまな国際ビジネスの場で必要な、幅広い語彙・表
現力を拡充する。

●�ミーティング、プレゼンテーション、ネゴシエーション
等を実践的に体験し、多国籍のクライアント、ビジネス
パートナーと対等に渡り合える英語運用力を身につけ
る。

●�英語でビジネスをする際必須である論理思考を鍛え
る。

レベル2で取り上げるシチュエーション／スキル
・�Interpersonal�communication
（socializing、team-building）
・Meeting/teleconference-based�communication
・Presentation�skills　� ・Negotiation�skills
・Facilitation�skills�etc.
●使用言語：英

ビジネスライティング 
（月～金、週5時限）

Ｅメール・報告書・提案書・議事録等、さまざまなビジネス文
章の構成・頻出語句を学び、実際に書き、講師によるフィー
ドバックを受ける。
●�ビジネスレポート/ビジネスプロポーザルの形式
・レター　　・メモ　　・フォーマル

●�ビジネスレポートの構成
・Overview　� ・Background　・Project�details
・Conclusions��・Recommendations　�

●�フォーマルプロポーザルの構成
・Cover�letter　� ・Title�page
・Table�of�contents　� ・Executive�summary
・Proposal�Contents�

●�ブレインストーミング（構成を練る）
●�編集
・句読点　　� ・不必要な繰り返し
・パラグラフのつながり
・ゴールの設定　　� ・読み手を意識したアプローチ

●使用言語：英
注：�ライティングの内容は受講生のニーズに合わせ、アレ
ンジします。

※�使用言語欄の「英日」は英語と日本語の両方を、「英」は英語のみを使った授業を行います。
※�カリキュラムは、教学上の理由により変更されることがあります。
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英語の「聴く・話す・読む・書く」スキルと「文法」を総合的にバランスよく学習し
ます。海外赴任／出張準備、国際業務、就職活動、留学準備等で役立つ、実践
的英語力を強化します。

特色

●�ネイティブスピーカー講師を中心に、英語でのコミュニケーション力を徹底
して強化します。

●�講師や教材を通し、欧米流の思考方法について学びます。
●�初級、中級、中上級の3レベルがあり、受講者の英語力に合わせ、選択の

上、受講します。また、初級から中上級レベルへと段階的に継続して受講
できます（継続時、学費20,000円割引）。

●�中級レベルは教育訓練給付制度指定講座となっています。

※�レベル選択に際しては、授業内容（19〜21ページ）をよくお読みください。また、ご自分の受
講レベルを確認したい方を対象にレベルチェックテスト（無料）を実施しています（134ページご参
照）。

※�３ヵ月の期間でより集中的な学習を希望の方は、個人の方でも官庁企業３ヵ月プログラムをご受講で
きます（学院ホームページの法人英語研修欄ご参照）。

レベル構成

中上級レベル
TOEICテスト700点～

●ニュース、ドキュメンタリーを通じて、リスニング
力を高め、時事用語や知的な語彙、表現法を習得。

●ディスカッションやプレゼンテーションを通し、
自己の意見を発信する力を強化。

中級レベル
TOEICテスト550点～

●スピーキング、リスニング、リーディング、ライ
ティングの4スキルを徹底して訓練。

●国内外で外国人と接触／交渉していく上で遭遇す
るさまざまな状況に対応できる英語力を習得。

初級レベル
TOEICテスト400点～

●英語コミュニケーションの基礎となる文法、適切
な表現方法、イントネーション、リスニング、英作
文などをさまざまなドリルにより習得。

※各レベルとも複数クラス成立の場合、英語のレベル別クラス編成を行います。
※申込者数により、レベルが成立しない場合もあります。あらかじめ、ご了承ください。

※�TOEIC®�is�a�registered�trademark�of�Educational�Testing�Service�(ETS).�This�publica-
tion�is�not�endorsed�or�approved�by�ETS.

プログラム概要

開講月 4月、7月、10月、1月

申込方法 申込順の受付となります（募集要項の133、134ページご参照）。

履修期間 3ヵ月（10週）�［48日］　3ヵ月ごとに段階的に継続して履修できます。

授業時限数 124～125時限／3ヵ月（１時限90分）

授業日 月曜日～金曜日（週5日、13時限／19.5時間）

授業時間帯 月・火・木 9:15～15:05�（1日90分授業3回）

水・金 9:15～12:35�（1日90分授業2回）

授業日程・
コード番号

学期 授業日程
コード番号

初級レベル 中級レベル 中上級レベル

4月期 2018年4月9日（月）～6月20日（水）� 休み：4/30～5/4 11310 11320 11330

7月期 2018年7月9日（月）～9月20日（木）� 休み：7/16、8/13～8/16、9/17 21310 21320 21330

10月期 2018年10月9日（火）～12月14日（金）� 休み：11/23 31310 31320 31330

1月期 2019年1月8日（火）～3月18日（月）� 休み：1/14、2/11 41310 41320 41330

定員／
クラス編成

1クラス平均6～10名、最大15名、各期2～3クラス編成。
（クラスの人数、クラス編成は学期ごとに異なります）

講師 当学院の講師約6～8名が担当します（うち、英語を母語とする者約5～6名）。

使用言語 原則として英語のみ。ただし、和文英訳、文法の授業では日本語も使用します。

学費 新規受講者 340,000円

継続受講者 320,000円

学費は消費税込みの金額です。

教材費 9,000円～14,000円程度（レベルにより異なります）。

カリキュラム制プログラム

３ヵ月集中英語［昼間コース］
（昼、3ヵ月、週5日、19.5時間／週）
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プログラム概要

開講月 4月、7月、10月、1月

申込方法 申込順の受付となります（募集要項の133、134ページご参照）。

履修期間 3ヵ月（10週）�［48日］　3ヵ月ごとに段階的に継続して履修できます。

授業時限数 124～125時限／3ヵ月（１時限90分）

授業日 月曜日～金曜日（週5日、13時限／19.5時間）

授業時間帯 月・火・木 9:15～15:05�（1日90分授業3回）

水・金 9:15～12:35�（1日90分授業2回）

授業日程・
コード番号

学期 授業日程
コード番号

初級レベル 中級レベル 中上級レベル

4月期 2018年4月9日（月）～6月20日（水）� 休み：4/30～5/4 11310 11320 11330

7月期 2018年7月9日（月）～9月20日（木）� 休み：7/16、8/13～8/16、9/17 21310 21320 21330

10月期 2018年10月9日（火）～12月14日（金）� 休み：11/23 31310 31320 31330

1月期 2019年1月8日（火）～3月18日（月）� 休み：1/14、2/11 41310 41320 41330

定員／
クラス編成

1クラス平均6～10名、最大15名、各期2～3クラス編成。
（クラスの人数、クラス編成は学期ごとに異なります）

講師 当学院の講師約6～8名が担当します（うち、英語を母語とする者約5～6名）。

使用言語 原則として英語のみ。ただし、和文英訳、文法の授業では日本語も使用します。

学費 新規受講者 340,000円

継続受講者 320,000円

学費は消費税込みの金額です。

教材費 9,000円～14,000円程度（レベルにより異なります）。

U-35割
35歳以下支援　10%割引対象！

詳細は137ページをご覧ください。
2018年7月期まで。
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授業内容

■ 初級レベル（TOEICテスト400点～） （1時限＝90分授業）

英語でのコミュニケーションの基礎となる文法、適切な表現方法、発音、リスニング、ライティングなどの
スキルをさまざまなドリルを通し、徹底して習得します。

※カリキュラムは、教学上の理由により変更されることがあります。

スピーキング（週3時限）
●自己紹介、ショッピング、ホテルの予約、基本的な電話
応対、簡単な社交やビジネス会話など、日常生活で役
に立つ文型、語句、表現方法、慣用句を習得する。

●基本文型の口頭での繰り返し練習やロールプレイを
通し、ネイティブスピーカーが理解できる発音やイン
トネーションを身につける。

●会話文の聴き取りや発音の練習を通し、リスニング力
をつける。

ライティング（週1時限）
●センテンスやパラグラフレベルの英語の文章を書く
練習を通し、英文の基本的構造を学習する。

●日本語英語ではなく自然で英語らしい文章が書ける
ようになるため、正しい語句の選択や語順、冠詞、助
動詞、時制などの文法について学習する。

●宿題として出されたライティングの文書を講師が添削
し、スタイル、語彙や慣用句の使用法について助言を
与える。

リスニング（週3時限）
●日常会話の視聴覚教材を使用し、音の減衰、短縮形、
母音や音節の省略等を理解した上で、単語、フレー
ズ、センテンス、数字、時間、統計、度量衡などの聴き
取り練習を行う。必要に応じ、簡単なニュース番組も
取り上げる。

●リスニングの教材に出てくる語彙、慣用句、表現法を
習得する。

●必要に応じ、ディクテーションの小テストを行い、リス
ニングの訓練のほか、単語のスペリングや文法の復習
も行う。

和文英訳（週1時限）
●冠詞・時制・主語選択・語順など日本人の英語学習者が
犯しやすい誤りを具体例を通して学習する。

●センテンスレベルの和文英訳の練習を通し、自然で英
語らしい表現や語順を使い、文章が書けるよう訓練す
る。

文法（週2時限）
●文法の基礎である品詞（動詞、名詞、形容詞、副詞、接
続詞等）の機能と文型との関係を、解説とドリルを通
し学習する。

リーディング（週2時限）
●日常生活、社会、文化などの分野の比較的簡単な文章
を読み、基本的な文法や接頭語、接尾語などを学習す
る。

●文章の前後関係から、未知の単語の意味を推測する
方法や、語源についても学習する。

●キーワードから、主題や筋書きを把握する。また、文章
の内容にそった質問に答えることにより、内容を確実
に把握する。

●必要に応じ、読書スピードを高める訓練として、速読
教材も使用する。

TOEICテスト対策（週1時限）
●TOEICテストの形式に慣れると共に基礎的英語力の
向上を目指す。

●リスニング・リーディングセクションの学習を中心に語
彙力、読解力を身につける。
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■ 中級レベル（TOEICテスト550点～） （1時限＝90分授業）

スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの4スキルを徹底的に訓練することで、国内外で
外国人と接触／交渉していく上で遭遇するさまざまな状況に対応できる英語力を習得します。

※カリキュラムは、教学上の理由により変更されることがあります。

スピーキング（週3時限）
●電話応対、買い物、旅行、時候の話など日常生活に即
した会話文を口頭で繰り返し練習する。また、基本
文型の置き換え、変形、拡大練習により、スピーキン
グ力を高める。

●これらの会話文から、時制、前置詞、接続詞、加算／不
加算名詞、助動詞、不定詞、複合動詞などの文法項目
や文型を体系的に把握する。

●国内外で外国人と接触／交渉していく上で遭遇する
日常やビジネスの状況を想定した会話練習を行い、
各状況に適した表現法を学習する。

●ネイティブスピーカーが理解できる発音やイントネー
ションを身につける。

TOEICテスト対策（週1時限）
●リスニング、文法、読解問題の演習を通して、TOEIC
テストに繰り返し現れるパターンへの習熟度を高め
る。

●比較的短時間でカバーしやすい文法問題に重点を置
き、さらに速読が必要とされる読解問題、慣用句など
を、練習問題と講師からの解説を通し学習する。

●TOEICテストに頻出度の高いビジネス関係の語彙を
学習する。

リスニング・ディスカッション 
（週2時限）

●CNN、ABC、CBSなどから、比較的易しいニュース番
組やドキュメンタリーを使用し、リスニング力を強化
する。必要に応じ、基礎的リスニング教材も使用する。

●ワークシートにそって聴き取った内容を確認、語彙や
慣用句を学習し、講師とのQ＆Aを行った後、内容につ
いてディスカッションを行う。

●最後に、使用した番組の原稿を配付し、聴き取った内
容を確認する。

リーディング・ディスカッション（週2時限）
●比較的易しい新聞や雑誌記事を読み、時事用語や語
彙、慣用句を学習する。主題や、いつ、どこで、誰が、何
を、なぜといった詳細を把握する訓練を行う。

●記事の要約、内容についてのディスカッションを行う。
●必要に応じ、読書スピードを高める訓練として、速読
教材も使用する。

ライティング（週1時限）
●英語のエッセイやビジネス文書、Eメール文書の作成
練習を通し、ライティング力を強化する。

●宿題として出されたライティングの文書を講師が添削
し、スタイル、語彙や慣用句の使用法についてコメン
トする。

文法の復習、強化（週3時限）
●時制・主語と動詞の一致・名詞・代名詞・能動態・受動態
の使用法といった基本的な文法知識を日常に即した
英語表現を用いた例文や練習問題を通して学習し、
その内容の定着を図る。

和文英訳（週1時限）
●センテンス、パラグラフレベルの英作文から始まり、よ
り長い文章の和訳へと進む。

●ライティングの練習を通し、語彙や文法、文章のスタ
イルなど、学習した内容を強化し、定着させる。
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■ 中上級レベル（TOEICテスト700点～） （1時限＝90分授業）

ニュース、ドキュメンタリーを教材としてリスニング力を高め、時事用語や知的な語彙、表現法を習得し
ます。また、ディスカッションやプレゼンテーションを通し、自分の意見を論理的にまとめ、説得力を持っ
て表現する力を強化します。

スピーキング（週3時限）
●会議やビジネス交渉などのフォーマルな場面、社交や
日常生活などのインフォーマルな場面など、さまざま
な状況で的確に自信を持って自己表現ができるよう
訓練する。

●準備してのスピーチ、即興のスピーチ、ロールプレイ、
電話での話し方などの練習を通し、効果的な説明、定
義、説得、分析などの議論の展開技法や表現方法を学
習する。

上級文型練習（週3時限）
●名詞節・形容詞節・副詞節・動名詞と不定詞・複文・条件
文など、より長く複雑な構文を学ぶことで、実践的な
文法力と、それに基づいたコミュニケーション力を習
得する。

リスニング・ディスカッション 
（週2時限）

●主教材として、授業の前週のヘッドラインニュースを
使用し、よりディスカッションを重視した授業を行う。

●講師とのQ＆Aを通し、ニュースの背景、報道の視点、
レポーターの偏見なども議論する。

TOEICテスト対策（週1時限）
●「テスト対策スキル」と「英語の実力」を身につけ、�
スコアアップを目指す。

●演習問題と教師からの解説を通じて解答力を磨く。
●各パートの特徴と頻出パターンを学び、効果的な攻略
法を習得、得点力を高める。

※カリキュラムは、教学上の理由により変更されることがあります。

リーディング・ディスカッション 
（週2時限）

●米国の価値観、宗教、企業風土、政治機構、人種、教育
制度、家族といった題材から、講師や受講者が選択し
たテーマについて学習する。

●事前に10ページ程度の文章を読んだ上で、小グルー
プやクラス全体でディスカッションを行う。

●さまざまな分野の語彙を学習する。

ライティング（週1時限）
●例証、比較、列挙、時系列、原因・結果などの修辞法を
学習し、論理的かつ明快で英語らしい文章を書く力を
訓練する。

●さまざまなテーマについて小論文やビジネス文書を
書き、分析、検討していくことでライティング力を強化
する。

和文英訳（週1時限）
●科学技術、ビジネス、文化、社会問題についてのエッ
セイやスピーチ／トークを英語に訳すことにより、英
語の表現力を強化する。

●TOEIC関連、ビジネスe-mailの教材を使用すること
により、バイリンガルな環境下での業務、学習を効果
的にする。
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英語の「聴く・話す・読む・書く」スキルと「文法」を総合的にバランスよく学
習します。社会人、大学生を主な対象に、海外赴任／出張準備、国際業務、就
職活動等で役立つ、実践的英語力を強化します。

特色

●�ネイティブスピーカー講師を中心に、英語でのコミュニケーション力を徹底
して強化します。

●�講師や教材を通し、欧米流の思考方法について学びます。
●�レベル１（TOEICテスト400点～）とレベル２（TOEICテスト550点～）の 

２レベルがあり、受講者の英語力に合わせ、選択の上、受講します。
●�レベル１からレベル２へと段階的に継続して受講できます（継続時、学費

10,000円割引）。また、学習状況に応じ、同一レベルを2期（計6ヵ月）ま
で、継続して受講できます。

※�コース選択に際しては、授業内容（25、26ページ）をよくお読みください。また、ご自分の受
講レベルを確認したい方を対象にレベルチェックテスト（無料）を実施しています（134ページご参
照）。

レベル構成

レベル2
TOEICテスト550点～

●�国内外で外国人と接触／交渉していく上で遭遇する
さまざまな状況に対応できる英語力を習得。

●�効果的なスピーチの組み立て方、発表の仕方を習得。

レベル1
TOEICテスト400点～

●�英語コミュニケーションの基礎となる文法、適切な
表現方法、イントネーション、リスニング、英作文な
どをさまざまなドリルにより習得。

※�各レベルとも、複数クラス成立の場合、英語のレベル別クラス編成を行います。
※申込者数により、レベルが成立しない場合もあります。あらかじめ、ご了承ください。

プログラム概要

開講月 4月、7月、10月、1月

申込方法 申込順の受付となります（募集要項の133、134ページご参照）。

履修期間 3ヵ月（10週）[39日]���各レベル2期（合計6ヵ月）まで継続して履修できます。

授業時限数 78時限／3ヵ月（1時限60分）

授業日・授業時間帯 月曜日～木曜日�（週4日）　19:00～21:10（1日60分授業２回）

授業日程・
コード番号

学期 授業日程
コード番号

レベル1 レベル2

4月期 2018年4月9日（月）～6月20日（水）� 休み：4/30～5/3 11110 11120

7月期 2018年7月5日（木）～9月20日（木）� 休み：7/16、8/13～8/16、9/17 21110 21120

10月期 2018年10月9日（火）～12月13日（木） 31110 31120

1月期 2019年1月8日（火）～3月19日（火）� 休み：1/14、2/11 41110 41120

定員／
クラス編成

1クラス平均6～10名、最大15名、各期2～3クラス編成。
（クラスの人数、クラス編成は学期ごとに異なります）

講師 当学院の講師約5名が担当します（うち英語を母語とする者3～4名）。

使用言語 原則として英語のみ。

学費 新規受講者 143,000円　（3ヵ月）

継続受講者 133,000円　（3ヵ月）

学費は消費税込みの金額です。

教材費 7,000円～9,000円程度（レベルにより異なります）。

カリキュラム制プログラム

３ヵ月集中英語［夜間コース］
（夜、3ヵ月、週4日、8時間／週）
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プログラム概要

開講月 4月、7月、10月、1月

申込方法 申込順の受付となります（募集要項の133、134ページご参照）。

履修期間 3ヵ月（10週）[39日]���各レベル2期（合計6ヵ月）まで継続して履修できます。

授業時限数 78時限／3ヵ月（1時限60分）

授業日・授業時間帯 月曜日～木曜日�（週4日）　19:00～21:10（1日60分授業２回）

授業日程・
コード番号

学期 授業日程
コード番号

レベル1 レベル2

4月期 2018年4月9日（月）～6月20日（水）� 休み：4/30～5/3 11110 11120

7月期 2018年7月5日（木）～9月20日（木）� 休み：7/16、8/13～8/16、9/17 21110 21120

10月期 2018年10月9日（火）～12月13日（木） 31110 31120

1月期 2019年1月8日（火）～3月19日（火）� 休み：1/14、2/11 41110 41120

定員／
クラス編成

1クラス平均6～10名、最大15名、各期2～3クラス編成。
（クラスの人数、クラス編成は学期ごとに異なります）

講師 当学院の講師約5名が担当します（うち英語を母語とする者3～4名）。

使用言語 原則として英語のみ。

学費 新規受講者 143,000円　（3ヵ月）

継続受講者 133,000円　（3ヵ月）

学費は消費税込みの金額です。

教材費 7,000円～9,000円程度（レベルにより異なります）。

U-35割
35歳以下支援　10%割引対象！

詳細は137ページをご覧ください。
2018年7月期まで。
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授業内容

■ レベル１（TOEICテスト400点～） （1時限＝60分授業）

英語でのコミュニケーションの基礎となる文法、適切な表現方法、発音、リスニング、ライティングなどの
スキルをさまざまなドリルを通し、徹底して習得します。

アクティブグラマー（週3時限）
●文法の学習を通して、日本語とは異なる、英語的な感
覚・発想・視点・思考様式などを学習する。

●学習した文法や文型をリスニング・スピーキング・
リーディングの反復練習を通し、実践的に習得する。

リーディング（週1時限）
●比較的簡単な英文を読み、主題とそれを支える詳細
や、筋書きの捉え方を学習し、語彙を増強する。

●辞書に頼らず、知らない語の意味を推測しながら読
み進める練習をする。

リスニング（週2時限）
●学院作成のテキストを通し、音の減衰、短縮形、省略
表現の聴き取りや、類似した発音の区別ができるよう
練習をする。

●数・量・時間・統計などに用いられる表現の聴き取り
練習をする。

●簡単なナレーション、解説、インタビュー等の要旨を
聴き取る練習をする。

ライティング（週1時限）
●センテンスやパラグラフレベルの英語の文章を書く
練習を通し、英文の基本構造を学習する。

●Eメール、ビジネス文書、短い報告書など、さまざまな
文書の書き方を学習する。

●宿題として出されたライティングの文書を講師が添
削し、スタイル、語彙や慣用句の使用法について助言
を与える。

スピーキング（週1時限）
●自己紹介、買い物・旅行など、日常生活に役立つ基本
的な文章パターンや単語をロールプレイを通じて練
習し、日常の場面に応用できるようにする。

●「誰が、何を、いつ、どこで、どのように」という話し方
がスムーズにできることを目指す。

※カリキュラムは、教学上の理由により変更されることがあります。
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■ レベル２（TOEICテスト550点～） （1時限＝60分授業）

国内外で外国人と接触／交渉していく上で遭遇するさまざまな状況に対応できる英語力を習得します。自分の意
見を適切な語句を用いて述べる練習を重ねることで、効果的なスピーチの組み立て方、発表の仕方を習得します。

アクティブグラマー（週2時限）
●日常会話に即して、より洗練された文法や文型を学
習する。

●学習した文法や文型をリスニング・スピーキング・
リーディングの反復練習を通し、実践的に習得する。

ニュースリーディング（週1時限）
●時事用語を増強し、新聞に特有の英語表現を学習す
る。

●記事の内容についてディスカッションを行い、学習
した時事用語を実際に使い、表現力を強化する。

リスニング（週2時限）
●比較的簡単なニュース番組、ラジオ番組、インタ
ビューなどの教材を使用し、要旨を聴き取る練習をす
る。

●聴き取った内容の要約、語句の言い換えを行った後、
設問に答える練習を行う。講師はそれをモニターし、
助言を与える。

●LL教室を使用した授業も行う。

ライティング（週1時限）
●パラグラフレベルでの英作文からはじめ、次第にE
メール、レポート、短いエッセイを書く練習を行う。

●自己の意見を正確に伝えるための文法や単語の使用
法を学習し、英語らしい文章の書き方、構成の仕方を
習得する。

スピーキング・ディスカッション 
（週2時限）

●議論の展開の仕方、論理の組み立て方、効果的な表現
方法などを学習する。

●効果的な言い回し、アイコンタクト、ジェスチャーな
どを学習し、自信を持って、より自然なリズムとイン
トネーションで発話できるよう練習をする。

●授業内でのプレゼンテーションを行い、他の受講生
や講師からの質問に答える。

※カリキュラムは、教学上の理由により変更されることがあります。
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大量英語情報の速読力、ペーパー作成時の論理構築力・文章力等、欧米の大学
院留学で必須のスタディ・スキルを効果的に強化します。

特色

●多くの留学生が苦労をする、論文やレポート、インターネット情報など膨大
な英語の文献を読みこなし、要旨をつかむためのリーディング・スキルを 
強化します。

●レポートやペーパーを作成するための論理構成力、明確で英語らしい文章
を書くライティング・スキルを強化します。

●レポートの発表の仕方、質問への答え方やかわし方、議論への加わり方な
どのスピーキング・スキルを強化します。

●講義での要点のつかみ方、ノートの取り方などのリスニング・スキルを強化
します。

※�当プログラムでは、TOEFLテスト／GREテスト、IELTS、GMATなどの受験対策は行いません。これら
受験対策のうちTOEFLテスト、IELTSにつきましては、検定試験対策のページをご覧ください。

受講者の主な留学先

●California�State�University

●Columbia�University

●Cornell�University,�Johnson�

School

●Georgetown�University

●George�Washington�University

●INSEAD

●New�York�University

●Ohio�State�University

●Stanford�University

●Tufts�University

●University�of�California�(Berkeley)

●University�of�Cambridge

●University�of�London

●University�of�Minnesota

●University�of�Oregon

●University�of�Pennsylvania

●University�of�Southern�California

●University�of�Washington

●Vanderbilt�University

●Yale�Law�School

プログラム概要

カリキュラム制プログラム

大学院留学準備  （夜、3ヵ月、週2日［月・水］、280分／週）

開講月 4月、10月、1月

申込方法 申込順の受付となります（募集要項の133、134ページご参照）。

履修期間 3ヵ月（10週）［20回］

授業時限数 40時限（1時限70分授業として）

授業日 月・水曜日（週2日）

授業時間帯 19:00～21:30（1日60分～80分授業2回、合計140分）
※受講者のニーズ、授業の進捗状況により、各科目の時間配分は変更されることがあります。

授業日程・
コード番号

学期 授業日程 コード番号

4月期 2018年4月9日（月）～6月20日（水）� 休み：4/30、5/2 18901

10月期 2018年10月15日（月）～12月19日（水）� 38901

1月期 2019年1月7日（月）～3月25日（月）� 休み：1/14、2/11 48901

レベル TOEFLテスト�iBT95／Paper585点、TOEICテスト830点程度から

定員／
クラス編成

1クラス6～12名、1～2クラス編成
※複数クラスの場合、TOEFLテストのスコア等により、レベル別のクラス編成を行います。

講師 当学院の講師2～4名が担当します。全員英語を母語とし、内外の大学の修士号、博士号を持つ�
講師です。

使用言語 英語

学費 138,000円
学費は消費税込みの金額です。

教材費 プリント教材を使用します。
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プログラム概要

開講月 4月、10月、1月

申込方法 申込順の受付となります（募集要項の133、134ページご参照）。

履修期間 3ヵ月（10週）［20回］

授業時限数 40時限（1時限70分授業として）

授業日 月・水曜日（週2日）

授業時間帯 19:00～21:30（1日60分～80分授業2回、合計140分）
※受講者のニーズ、授業の進捗状況により、各科目の時間配分は変更されることがあります。

授業日程・
コード番号

学期 授業日程 コード番号

4月期 2018年4月9日（月）～6月20日（水）� 休み：4/30、5/2 18901

10月期 2018年10月15日（月）～12月19日（水）� 38901

1月期 2019年1月7日（月）～3月25日（月）� 休み：1/14、2/11 48901

レベル TOEFLテスト�iBT95／Paper585点、TOEICテスト830点程度から

定員／
クラス編成

1クラス6～12名、1～2クラス編成
※複数クラスの場合、TOEFLテストのスコア等により、レベル別のクラス編成を行います。

講師 当学院の講師2～4名が担当します。全員英語を母語とし、内外の大学の修士号、博士号を持つ�
講師です。

使用言語 英語

学費 138,000円
学費は消費税込みの金額です。

教材費 プリント教材を使用します。

U-35割
35歳以下支援　10%割引対象！

詳細は137ページをご覧ください。
2018年4月期まで。
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授業内容

ライティング・スキル 
（週1時限、80分授業）

●20ページ程度の典型的なセミナー・ペーパー作成
のためのリサーチやライティングのプロセスを学習す
る。

●一次および二次資料からのリサーチ結果を統合し、論
理を形成し、文章にすることで効果的な意訳、引用、
要約の仕方を学習する。

●さまざまな修辞法、学術的なライティングに適した表
現法を学習する。

●学習したスキルを使ってリサーチ・ペーパーを書き、
講師に提出。講師は提出されたペーパーについてそ
の論理構成、根拠、形式などについてコメントをし、受
講者に返却する。�また、より効果的なペーパーの書
き方について解説する。

リーディング・スキル 
（週1時限、60分授業）

●宿題として出された長文のテキストに目を通し、全体
構成と概略、著者の論旨と意図のとらえ方を学び、大
量の英語文献を素早く読みこなす読解力を学習す
る。

●テキストの前後関係から未知の語句の意味を推測す
る方法を学習する。

●限られた時間の中でやや短い英文について、その要
点をとらえる方法を学習する。

スピーキング・スキル 
（週1時限、80分授業）

●グループ討議に効果的に参加できるよう、一般的な質
問やコメントの仕方、批判的な意見の効果的な述べ
方、如才ない反論の仕方を学習する。

●ライティング・スキルやリーディング・スキルのコース
で使用するものと同じ内容のリサーチや文献を使用
し、討議や質疑応答を行う。

●これらの学習を通し、自分の論旨を明確かつ論理的
に、また、自信を持って表明するスキルを習得する。

リスニング・スキル 
（週1時限、60分授業）

●論旨の移行時に使用される語句など学術的な講義に
共通する修辞的な技法を学習することにより、講義の
論旨を聴き取る方法を学習する。

●受講者は実際に学術的な講義を聞き、ノートを取り、
そのノートを他の受講者と比較し、講義の要点につい
てその概略を述べる。

●これら講義の理解度を確認するため、受講者は講義
内容についての講師からの質問に答える。

※ライティング・スキル、リーディング・スキルの授業には、上記授業時間とほぼ同量の授業準備が必要となります。

※カリキュラムは、教学上の理由により変更されることがあります。
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■選択制プログラム�（週1日～、3ヵ月単位）

特色

●�週1日から、自由に選択して受講できます。
●�入門（TOEIC300点〜）から上級2（TOEIC900点〜）まで積み上げ式に継続して学習できる科目構成

です。
●�多忙な社会人を対象に早朝、昼、夜、土、日の幅広い時間帯に開講します。

プログラム構成

プログラム 授業内容 ページ

●ビジネス英語 国際業務に役立つ英語力を段階的に強化します。 33

●スキル・テーマ別英語 スキル別、テーマ別に英語力を段階的に強化します。 49

●検定試験対策 TOEIC®テスト・TOEFL®テスト・IELTS・英検・国連英検・スピーキング
テスト対策のコースがあります。 73

プログラム概要

開講月 4月、7月、10月、1月

申込方法 申し込み順の受付となります（募集要項の133、134ページご参照）。

履修期間 3ヵ月（5～11週）

授業時限数 10～22時限／3ヵ月（1時限60～180分）

授業日・時間帯 月～金（早朝／昼／夜）および土／日、週1日より、選択のうえ、受講します。

定員 1クラス平均7～9名、最大8～16名まで。
（クラスの人数は学期／科目ごとに異なります）

講師 当学院講師約37名が担当します（うち、英語を母語とする者約17名）。

使用言語 英語および日本語
※科目により異なります。科目案内をご覧ください。

学費
27,700円～81,180円程度
学費は消費税込みの金額です。

教材 科目により異なります。（1,000円～12,000円程度）
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授業日程　ビジネス英語、スキル・テーマ別英語、検定試験対策

� 授業日：■

日 月 火 水 木 金 土

4月

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

5月

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

6月

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土

7月

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

8月

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

9月

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

※祝日に授業はありません。
※一部授業日数が異なる科目があります。各プログラムの科目案内でご確認ください。

4月期

1月期7月期
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選択制プログラム

ビジネス英語
（早朝／夜間／土曜、3ヵ月、60～110分）

英語での円滑な意思疎通、メールや報告書の作成、プレゼンテーション、折衝など、ビジネス英語の各スキ
ルを段階的、積み上げ式に強化します。

コース構成

実
践

•�高度な英語力の
習得

•�ビジネスマネジ
メントスキルの
強化

•�プレゼン・会議・
交渉で役立つ� �
応用力の強化

•�ビジネスシーン
での徹底練習

•�とっさのやりとり
に対応できる� �
英語力の習得

Mini�MBA�
（L・S・R・M）

ファイナンスの英語
（L・S・R・W・M）

クリティカルビジネス�
イングリッシュ�
（L・S・R）

ビジネスアウトプット�
（L・S・R・W）

ビジネスアウトプット��
アドバンスト��
（L・S・R・W）

ビジネスライティング（W）

TED�Talksで�
スピーキング（S）

ト
レ
ー
ニ
ン
グ

•�通訳メソッドを
活用

•�反復練習による
強固な基盤作り

•�英語力を自動化
（考えなくても
使える）

ロジカルスピーキング
（S）

発信力・表現力�ビジネス編（L・S）

入門 初級 中級 上級

（L＝Listening�skills　S＝Speaking�skills　R＝Reading�skills　W＝Writing�skills　M＝Management�skills）

ビジネスコミュニケーション（L・S）
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科目一覧表
受講期間は3ヵ月です。中途受講が可能です。

●トレーニング
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

発信力・表現力 ビジネス編

初級2

鈴木　滋 木 19:00～21:00
4月期 11 15313

36
7月期 11 25313

New 当学院講師 土 10:00～12:00
4月期 11 15316

36
7月期 11 25316

中級1

村松　剛 木 19:00～21:00
4月期 11 15422

36
7月期 11 25422

鈴木　滋 土 10:30～12:30
4月期 11 15434

36
7月期 11 25434

中級2

吉野　舞起子 月 19:00～21:00
4月期 11 15508

36
7月期 9 25508

岡本　恵子 土 15:30～17:30
4月期 11 15513

36
7月期 11 25513

上級1

岡村　直人 月 19:00～21:00
4月期 11 15612

36
7月期 9 25612

岡本　恵子 土 13:20～15:20
4月期 11 15614

36
7月期 11 25614

村松　剛 土 15:30～17:30
4月期 11 15617

36
7月期 11 25617

ロジカルスピーキング 中級1 鈴木　滋 土 13:20～15:20
4月期 11 15437

38
7月期 11 25437

●実践
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

New

ビギナーのためのビジネスコミュニケーション 入門

Philip Sandoz 火 07:30～08:30
4月期 11 15101

39
7月期 11 25101

New Thomas Meyer 水 18:40～20:10
4月期 11 15105

39
7月期 11 25105

New

ビジネスコミュニケーション

初級1 Thomas Meyer 水 20:20～21:50
4月期 11 15209

40
7月期 11 25209

初級2

Karina North 火・木 07:30～08:30
4月期 22 15319

40
7月期 22 25319

New 内田　絵梨 土 13:20～15:20
4月期 11 15324

40
7月期 11 25324

New

中級1

Stuart Cowap 火 19:30～21:30
4月期 11 15440

40
7月期 11 25440

Karina North 水・金 07:30～08:30
4月期 22 15443

40
7月期 22 25443

New William Alachiotis 土 13:20～15:20
4月期 11 15447

40
7月期 11 25447

TED Talksでスピーキング 中級1 Karina North 月 07:30～08:30
4月期 11 15449

41
7月期 9 25449

　

ビ
ジ
ネ
ス
英
語
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●実践　（続き）
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

ビジネスアウトプット 中級2

Stuart Cowap 木 19:30～21:30
4月期 11 15515

41
7月期 11 25515

Stuart Cowap 土 10:30～12:30
4月期 11 15519

41
7月期 11 25519

ビジネスアウトプット アドバンスト 上級2

Eric Ritter 火 19:30～21:30
4月期 11 15702

42
7月期 11 25702

Eric Ritter 土 10:30～12:30
4月期 11 15705

42
7月期 11 25705

クリティカルビジネスイングリッシュ 上級2

Stuart Cowap 水 19:30～21:30
4月期 11 15708

43
7月期 11 25708

Stuart Cowap 土 13:20～15:20
4月期 11 15711

43
7月期 11 25711

ファイナンスの英語 上級1 Eric Ritter 土 15:30～17:30
4月期 11 15619

44
7月期 11 25619

New Mini MBA 上級1 Joe Hug 金 19:30～21:30
4月期 11 15613

45
7月期 11 25613

New ビギナーのためのビジネスライティング 初級1 Philip Sandoz 木 07:30～08:30
4月期 11 15211

46
7月期 11 25211

ビジネスライティング

中級1 Robert Lim 土 16:00～18:00
4月期 11 15451

46
7月期 11 25451

上級1 Philip Sandoz 土 13:20～15:20
4月期 11 15616

47
7月期 11 25616

U-35割 35歳以下支援　20%割引対象！
詳細は137ページをご覧ください。
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科目案内
■トレーニング� （平日夜間　土曜）
� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

発信力・表現力　ビジネス編　�
初級2～上級1

初級2　TOEIC500点～　中級1　TOEIC600点～
中級2　TOEIC700点～　上級1　TOEIC800点～ 16 日英

科目名 曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

初級2

木 19:00～21:00 鈴木　滋
4月期 4/12～6/28�(5/3休み) 11 56,540円 15313

7月期 7/12～9/27�(8/16休み) 11 56,540円 25313

土 10:00～12:00 当学院講師
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 56,540円 15316*

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 56,540円 25316*

中級1

木 19:00～21:00 村松　剛
4月期 4/12～6/28�(5/3休み) 11 56,540円 15422

7月期 7/12～9/27�(8/16休み) 11 56,540円 25422

土 10:30～12:30 鈴木　滋
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 56,540円 15434

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 56,540円 25434

中級2

月 19:00～21:00 吉野　舞起子
4月期 4/9～6/25�(4/30休み) 11 56,540円 15508

7月期 7/9～9/10�(7/16休み) 9 46,260円 25508

土 15:30～17:30 岡本　恵子
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 56,540円 15513

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 56,540円 25513

上級1

月 19:00～21:00 岡村　直人
4月期 4/9～6/25�(4/30休み) 11 56,540円 15612

7月期 7/9～9/10�(7/16休み) 9 46,260円 25612

土 13:20～15:20 岡本　恵子
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 56,540円 15614

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 56,540円 25614

土 15:30～17:30 村松　剛
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 56,540円 15617

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 56,540円 25617

➡�リスニング、スピーキングを強化

日本と世界の経済・ビジネス事情を反映した教材を使用。
「相手の意図を正しく聴き取り（リスニング）、言うべき事を瞬時かつ的確に伝える（スピーキング）」英語力を習得。

特徴
●�通訳メソッド� �

様々な通訳者養成メソッドを組み合わせて、日→英（英→日）への転換を自動化
●�積み重ね式� �

学習済みの事項への新しい事項の積み重ねを繰り返し、インプットからアウトプットまでをスムーズにする
●�反復練習（パターンプラクティス）� �

スポーツや楽器を身につけるのと同じように、反復練習で英語を身体で覚える

（次のページに続く）

　

ビ
ジ
ネ
ス
英
語
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（前ページ続き）

各ユニットの進め方
積み重ね式パターンプラクティス（インプットからアウトプットへ）

（チャートは初級2・中級2。中級1・上級1は、⑤①②③④の順番です。）

Output

Input

Output

Input

Output

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
❶をベースに、発信力の
強化。文法、語彙、表現
の徹底的な反復練習

❶～❷をベースに、
発信のための強固
な基盤作り

❶～❸をベースに、伝え
たい事を瞬時に英語に
直し、発信する力を強化

❶～❹をベースに、自分
の言葉で発信する力、
応用する力の強化

●Shadowing
●Overlapping
●音読
●精読

●Retention
●Repeating

●頭ごなし訳(英→日)
●虫食い音読

●高速和文英訳
●頭ごなし訳(日→英)

●タスク
- Presentation
- Meeting
- Negotiation

取り上げる内容
●�場面� �

会議、交渉、プレゼン、出張、社内外のコミュニケーション
●�トピック� �

依頼、提案、賛成・反対、確認、比較、説明（会社概要、ミッション、財務報告）など

使用教材：　
4月期は教科書の前半を、7月期は後半を学習します。

初級2　�●英語運用力�Output�Level�1�(日米会話学院)
中級1�　●CD付�即戦力がつくビジネス英会話2�(DHC)　
中級2　�●英語運用力�Output�Level�2�(日米会話学院)�

4期の受講で教科書を終了します。
上級1　�●CD付�即戦力がつくビジネス英会話�改訂増補版:�基本から応用まで�(DHC)　
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科目名 レベル 最大定員 使用言語

ロジカルスピーキング　中級1 中級1　TOEIC600点～ 12 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

土 13:20～15:20 鈴木　滋
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 50,820円 15437

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 50,820円 25437

➡�スピーキングを強化

フレーズやシンプルな一文だけのやりとりよりも長く話したい、だからと言ってプレゼンテーションほど長く話す必要もない。
むしろ、日常の業務や会話、ミーティング中で1〜2分程度でロジカルに話す力を強化。

特徴
●� ��5文スピーチ�

ビジネスシーンで用いられる文章構成「PREP法」を使って、考えを5文で素早く整理して、結論から話すトレーニング�
�
Point（ポイント、結論）�
Reason（理由）　�
Example（事例、具体例）　�
Point（ポイント、結論を繰り返す）

●� ��トピック別ロジカルスピーキング�
トピック別によく使われる「型（論理展開）」を身につけて、詳細情報を追加しながら、まとまりのある内容を1〜2分でロジ
カルに話すトレーニング�
�
全体の構成�
展開が見える表現�
語彙・表現�
文法

●� ��トピック�
業界・会社・製品・サービスの説明、提案、賛成・反対、製品・価格を比較、業績を説明、予定について話す、など

授業の流れ

5文スピーチ

基礎トレーニング

PREP法を使って、
考えを素早く整理し、�
5文で話す

トピック別ロジカルスピーキング

型のトレーニング

トピック別の「型」を
反復練習

実践演習

トピック別に、1〜2分�
でロジカルに話す

型の理解

トピック別の「型」を
理解

使用教材：　��4月期は教科書の前半を、7月期は後半を学習します。� �
●まとまりで話すビジネス英語�(Office�Beyond)

　

ビ
ジ
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ス
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語
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■実践� （平日早朝・夜間　土曜）
� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

ビギナーのためのビジネスコミュニケーション�入門　TOEIC�300点～ 12 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

火 07:30～08:30 Philip�Sandoz
4月期 4/10～6/26�(5/1休み) 11 30,470円 15101*

7月期 7/10～9/25�(8/14休み) 11 30,470円 25101*

水 18:40～20:10 Thomas�Meyer
4月期 4/11～6/27�(5/2休み) 11 44,110円 15105*

7月期 7/11～9/26�(8/15休み) 11 44,110円 25105*

➡�リスニング、スピーキングを強化

実践的な場面設定で、日本国内でも、海外出張にも役立つ英語表現を身につけます。
初めて英語で仕事をなさる方、苦手感から英語をずっと避けてきた方も、楽しみながら実践的にコミュニケーションスキルを習
得できます。

●�取り上げるシーン�
紹介する�
会社を案内する電話応対�
ホテルのチェックイン�
など

授業の流れ

学ぶ やってみる 定着させる

重要表現を�
学ぶ

モデル会話を�
聴く 基礎練習 実践・応用�

練習
講師による�

フィードバック

使用教材：　��4期の受講で教科書を終了します。� �
●Business�Venture�1�Elementary�Student’s�Book�Pack�(Oxford�University�Press)　　　　
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� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

ビジネスコミュニケーション　�
初級1～中級1

初級1　TOEIC400点～　初級2　TOEIC500点～　
中級1　TOEIC600点～ 12 英

科目名 曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

初級1 水 20:20～21:50 Thomas�Meyer
4月期 4/11～6/27�(5/2休み) 11 44,110円 15209*

7月期 7/11～9/26�(8/15休み) 11 44,110円 25209*

初級2

火・木 07:30～08:30 Karina�North
4月期 4/10～6/28�(5/1,�5/3休み) 22 56,540円 15319

7月期 7/10～9/27�(8/14,�8/16休み) 22 56,540円 25319

土 13:20～15:20 内田　絵梨
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 50,820円 15324*

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 50,820円 25324*

中級1

火 19:30～21:30 Stuart�Cowap
4月期 4/10～6/26�(5/1休み) 11 50,820円 15440*

7月期 7/10～9/25�(8/14休み) 11 50,820円 25440*

水・金 07:30～08:30 Karina�North
4月期 4/11～6/29�(5/2,�5/4休み) 22 56,540円 15443

7月期 7/11～9/26�(8/15休み) 22 56,540円 25443

土 13:20～15:20 William�Alachiotis
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 50,820円 15447*

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 50,820円 25447*

➡�リスニング、スピーキングを強化

ビジネストピックについての会話を通じて、スピーキングとリスニングを中心としたコミュニケーション力を身につけます。
ビジネスに関する知識を増やしつつ、必須の語彙や表現を増やすこともできます。このクラスを受講することで、正しい英語で、
自信を持って、流暢に、ビジネスについて会話することができるようになります。

取り上げるスキル
●� スピーキング
●� リスニング
●� 語彙・表現
●� 文法

英語を使う機会を増やしたい方や、即戦力となる英語力を身につけたい方に適しています。
スピーキング リスニング 語彙・表現 文法

中級1 伝えたいことを自分の言葉
で詳しくロジカルに説明す
る。意見を述べるだけでな
く、相手の意見にも理由を
つけて反論する。

馴染みのあるトピックであ
れば、要点のほか詳細につ
いてもほぼ正確に理解す
ることができる。

使用頻度の高いさまざま
なビジネス口語表現を使っ
て、幅広い日常的な業務を
こなす。

SVOの語順のほか、さまざ
まな文法を使って話すこと
に慣れる。

初級2 伝えたいことを自分の言葉
で詳しく説明し、意見も述
べる。

背景知識と常識を使って
会話や文章の要点を大ま
かにつかむ。

使用頻度の高いさまざま
なビジネス口語表現を使っ
て、幅広い日常的な業務を
こなす。

SVOの語順のほか、さまざ
まな接続詞を使って長い
文で話す。

初級1 短文を使って、伝えたいこ
とを自分の言葉で説明す
る。

身近な話題に関する会話
や文章の要点を大まかに
つかむ。

使用頻度の高いビジネス
口語表現を使って、日常的
な業務をこなす。

SVOの語順を使って文を
作り、話すことができる。

【発信力・表現力�ビジネス編】（36〜37ページ参照）との併行受講をお奨めします。
【発信力・表現力�ビジネス編】で習得した語彙や表現を、講師との会話のやり取りやロールプレイですぐに実践できます。

使用教材：　��4期の受講で教科書を終了します。
初級1　●�In�Company�3.0:�Elementary�Student’s�Book�Premium�Pack�(Macmillan�LanguageHouse)
初級2　●�In�Company�3.0:�Pre-intermediate�Student’s�Book�Premium�Pack�(Macmillan�LanguageHouse)
中級1　●�In�Company�3.0:�Intermediate�Student’s�Book�Premium�Pack�(Macmillan�LanguageHouse)
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�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

TED�Talksでスピーキング　中級1 中級1　TOEIC600点～ 12 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

月 07:30～08:30 Karina�North
4月期 4/9～6/25�(4/30休み) 11 30,470円 15449

7月期 7/9～9/10�(7/16休み) 9 24,930円 25449

➡�スピーキングを強化

ネット配信されている「TED�Talks」を使って、スピーキング力・ディスカッション力を鍛えます。
ビジネスや一般的な話題についてのTEDプレゼンテーションを講師と受講生が交代で選び、下記についてディスカッションしま
す。

●プレゼンターの経歴
●テーマ
●プレゼンテーション内容が仕事や現代社会にどう関わっているか

授業の流れ
Q�&�A

（語句・表現の確認） ディスカッションTEDを視聴今週のTED紹介

※�TED（Technology�Entertainment�Design）とは、アメリカのカリフォルニア州ロングビーチで年一回、大規模な世界的
講演会を主催しているグループのこと。TEDが主催している講演会の名称をTED�Conference（テッド・カンファレンス）と言
い、学術・エンターテインメント・デザインなど様々な分野の人物がプレゼンテーションを行う。

使用教材：　プリント教材を講師より配付

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

ビジネスアウトプット　中級2 中級2　TOEIC700点～ 12 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

木 19:30～21:30 Stuart�Cowap
4月期 4/12～6/28�(5/3休み) 11 50,820円 15515

7月期 7/12～9/27�(8/16休み) 11 50,820円 25515

土 10:30～12:30 Stuart�Cowap
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 50,820円 15519

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 50,820円 25519

➡�プレゼンテーション、ミーティング、交渉、ビジネスライティングを強化

即役立つビジネス英語スキルを身につけます。
キャリアアップを図る上でビジネス英語スキルは必須条件。コミュニケーションを深め、ビジネスを円滑にする強力なツールで
す。
ビジネスで求められる迅速、正確、そして論理的に「話す」・「書く」スキルを身につけます。

取り上げるビジネススキル
●� Eメール�writing�skills
●� Telephoning�skills
●� Presentation�skills
●� Meeting�skills
●� Negotiation�skills�
●� Report�writing�skills

すでに日常的に英語で仕事をしている方の「使える英語」をさらに「ワンランク上」に引き上げます。�
ロジカルな展開、正確かつ簡潔な描写・説明、相手や場面に合わせた適切な話し方、聞かせる話し方。

各スキルを受講生のレベルに合わせて指導します。
Eメール作成では、サンプルの模範メールの他に講師からのフィードバックを受けることができます。

使用教材：　●Intelligent�Business�Upper�Intermediate,�Skills�Book�with�CD-ROM�(Pearson)　　　　
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�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

ビジネスアウトプット�アドバンスト　�
上級2

上級2　TOEIC900点～ 12 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

火 19:30～21:30 Eric�Ritter
4月期 4/10～6/26�(5/1休み) 11 52,320円 15702

7月期 7/10～9/25�(8/14休み) 11 52,320円 25702

土 10:30～12:30 Eric�Ritter
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 52,320円 15705

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 52,320円 25705

➡�プレゼンテーション、ミーティング、交渉、ビジネスライティングを強化

現代ビジネスが直面するさまざまな問題を取り上げ、多様な実践演習を通して、英語スキルと問題解決能力を同時に強化しま
す。
欧米ビジネススクールのMBAレベルの授業です。すでに高いレベルの英語力があり、ビジネスの現場での実践経験がある方に
お奨めします。

特徴
●� ��ケーススタディを通じて、グローバルビジネスへの対応力を強化します。
●� ��多国間ビジネスの中でリーダーシップを発揮することのできるディスカッションスキル、ネゴシエーションスキルを向上さ

せます。
●� ��事業戦略の意思決定を行う上で必要な、ビジネス理論、分析スキル、プレゼンテーションスキルを習得します。
●� ��高度なビジネス交渉に必要とされる幅広い語彙・表現力を拡充します。
●� ��ペアワーク、ロールプレイイングを活用した実践的内容です。

授業の流れ

ケーススタディに基づく 
ディスカッション演習

講師によるフィードバック

ケーススタディに基づく 
分析、プレゼン、交渉演習

講師によるフィードバック

トピックの概要把握 
（コンセプト・例に重点）

トピック中の 
新出語彙・表現の確認

（学費には添削料が含まれています。）

使用教材：　��2期の受講で教科書を終了します。� �
●�Business�Advantage�Upper-intermediate�Student’s�Book�with�DVD�(Cambridge�University�

Press)�

　

ビ
ジ
ネ
ス
英
語



- 43 -

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

クリティカルビジネスイングリッシュ　
上級2

上級2　TOEIC900点～ 12 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

水 19:30～21:30 Stuart�Cowap
4月期 4/11～6/27�(5/2休み) 11 56,540円 15708

7月期 7/11～9/26�(8/15休み) 11 56,540円 25708

土 13:20～15:20 Stuart�Cowap
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 56,540円 15711

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 56,540円 25711

➡�プレゼンテーション、分析力、要約力、問題解決、ロジカルスピーキングを強化

グローバルな活躍に必要な「ビジネススキル」と「上級の英語」を同時に習得。
毎週新しいトピックを使って、クリティカルに考え、ロジカルに伝え、問題を解決します。
問題解決するまでのプロセスで、英語力に磨きをかけます。

●�社会人に必要なビジネススキルをまとめて習得��
-�課題として、指定のトピックに関する記事を読み、リサーチを行う�
-�リサーチの結果のプレゼンテーション。自身の意見を伝える�
-�トピックに関するグラフや記事について、チームで分析し、要約し、ロジカルに伝える�
-�トピックに関する問題について、チームで「ディスカッション　→　意思決定　→　新しいアイデアで問題解決」

流れ
Think Analyze Solve Evaluate

タスク リサーチ結果に�
ついて考える、�

ディスカッション�&�発表

グラフやチャートの�
分析

新しいアイデアで�
問題解決 解決策の評価

スキル
Summarizing�skills
Presentation�skills

Analyzing�skills
Organization�skills

Thinking�skills

Communication�skills
Decision-making�skills
Problem-solving�skills
Active�listening�skills

Creative�thinking�skills
Reasoning�skills

●�充実した内容を上級の英語でアウトプット��
内容が濃く、正確で、自然で、適切な英語で伝える力を身につけます

●�過去のトピック例�
日本を世界に売り込む、国内テーマパークのイノベーション、ヒット商品、不動産業界、観光業界、外国人労働者、�
ブルーオーシャン戦略、レーザーブレード、ドミナント戦略、女性の社会進出、モバイル化　など�
1つのトピックを2週間で終了します。

使用教材：　●Critical�Business�English�Reference�Guide�(日米会話学院)�
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�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

ファイナンスの英語　上級1� 上級1　TOEIC800点～ 12 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

土 15:30～17:30 Eric�Ritter
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 50,820円 15619

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 50,820円 25619

➡�スピーキング、プレゼンテーション、交渉、ライティング、金融語彙、金融知識を強化

金融業界の主要な概念やトレンドを分析し、知識と理解を深めます。様々な練習課題やロールプレイを行い、スピーキング、プレ
ゼンテーション、交渉の各能力を伸ばします。また、トピックに関連した内容のライティング課題を通じて、ライティング力の増強
を図ります。ビジネス英語スキルと英語による金融知識の両方を実践的に強化する新コンセプトの科目です。

隔週でライティング課題が課されます。（学費には添削料が含まれています。）

●�取り上げるトピック�
会計、貿易、外国為替、デリバティブ、�
資産運用、株式、企業合併・買収、規制など

●�取り上げるビジネス英語スキル�
金融に係る語彙・リスニング�
プレゼンテーション�
交渉�
ライティング

授業の流れ

Input Output Feedback

語彙・表現 リスニング�
リーディング ディスカッション プレゼン�

テーション
講師による�

フィードバック

使用教材：　��2期の受講で教科書を終了します。�� �
●English�for�the�Financial�Sector�Student’s�Book�(Cambridge�University�Press)
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� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

Mini�MBA　上級1 上級1　TOEIC800点～ 12 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

金 19:30～21:30 Joe�Hug
4月期 4/13～6/29�(5/4休み) 11 50,820円 15613*

7月期 7/13～9/21 11 50,820円 25613*

猛スピードで変化を遂げるグローバルビジネスの最前線で強力な武器となる、コミュニケーション、クリティカルシンキング、ディ
ベート、交渉スキルを鍛えます。

ゴール
1.���効果的にコミュニケーションを取りながら組織形成をし、協働し、問題を解決するための基盤となる、ソフトスキル（クリティカ

ルスキル）を強化します。
2.�米国のトップMBAプログラムで必須学習事項である9つの原則にフォーカスして学びます。

The�Mini-MBA�Program� is�an� intensive�business�course�specifically�designed� to�give�participants�
an� introductory�overview�of�materials�MBA�students�encounter� in�business�school.�The�curriculum�
uses�original�materials;�however,�the�program’s�central� learning�aim� is�to�provide�participants�with�an�
experience�they�could�not�achieve�with�one� individual�course�or�any�business�book�alone.�Participants�
need�not�specifically� be�experts� in�a�business� field�since� topics�will� be� facilitated� for� inclusive�
comprehension�rather�than�expert�application.��

The�intention�is�designed�to�challenge�participants�to�develop�communication,�critical�thinking,�debate,�
and�negotiation�skills.�Participants�will�gain�both�knowledge�and�confidence�to�lead�and�manage�in�fast�
moving�and�complex�environments�either�in�the�business�field�or�in�any�other�industry.

●�Develop� multiple� Hard� (business)� Skills� –� in� Accounting,� Economics,� Finance,� Leadership� &�
Management,�Marketing,�and�Operations.

●�Acquire�Soft�Skills�–�in�leadership,�teamwork,�ethics,�and�business�communication.
●�Improve�Mindsets�–� in� innovation�through�dynamic�discussions�of�real-life�business�cases�and�group�

decision-making.
●�360�leadership�assessments,�individual�coaching�and�feedback�will�be�provided.

4月期
1.�Critical�Thinking�Foundations�(1�lesson)
2.�Introduction�to�Business�Case�Format�and�Economics�(3�lessons)
3.�Accounting�&�Ethics�and�Corporate�Finance�(3�lessons)
4.�Competitive�Operations�and�Marketing�Strategy�(3�lessons)
5.�Final�Presentation�of�Business�Case�(1�lesson)

7月期
1.�Critical�Thinking�Foundations�(1�lesson)
2.�Leadership�&�Management�and�Organizational�Behavior�(3�lessons)
3.�Strategy�Execution�and�International�Meetings�&�Global�Negotiations�(3�lessons)
4.�Business�Presentations�(3�lessons)
5.�Final�Presentation�of�Business�Case�(1�lesson)

*Business�Presentations�&�Business�Case�Discussions�will�be�enforced�during�each�class�and�are�on-
going�skills�throughout�the�course.�

使用教材：　プリントを講師より配付します。
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� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

ビギナーのためのビジネスライティング　�
初級1

初級1　TOEIC400点～ 8 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

木 07:30～08:30 Philip�Sandoz
4月期 4/12～6/28�(5/3休み) 11 33,770円 15211*

7月期 7/12～9/27�(8/16休み) 11 33,770円 25211*

➡�ライティングを強化

伝統的なビジネスレターやレポート、メモ、Eメール、その他の電子通信などのビジネス文書のあらゆる形式について、明瞭簡潔
に指導します。効果的なビジネス英語は、文法と文章構造の習得から始まります。授業では、文法と正確な英語用法の復習を行
います。

堅苦しくて過度に形式張った表現や無意味な専門用語を排除し、書き手の意図を簡潔に伝えるための適切なビジネス文書のス
タイルを実現する方法も指導します。ビジネスレターや履歴書、雇用通知書、社内メモ、プレスリリース、事業報告書などの優れ
た見本を取り上げます。文書作成方法を学習するのに最適な科目です。

（学費には添削料が含まれています。）

使用教材：　��4期の受講で教科書を終了します。�� �
●�Business�English:�The�Writing�Skills�You�Need�for�Today’s�Workplace�(Barrons�Educational�

Series�Inc.)　

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

ビジネスライティング　中級1 中級1　TOEIC600点～ 8 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

土 16:00～18:00 Robert�Lim
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 54,120円 15451

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 54,120円 25451

➡�ライティング、語彙、文法を強化

プレインイングリッシュを用い、50％の文章量で、簡潔・明瞭・インパクトのあるビジネス文書を作成。仕事の生産性を高めます。

プレインイングリッシュとは、「専門用語を使わず、明瞭かつ簡潔に文書を書く」スタイルを指し、法律・ジャーナリズム業界をはじ
めとして各ビジネス分野で、その概念が今注目を浴びています。クラスでは時間制限のもと、さまざまな文書を作成し、その場
で講師によるフィードバックを受けながら、ライティングスキルを習得します。ラップトップコンピュータをご持参ください。
授業内ライティングの他、ライティングの課題も課されます。（学費には添削料が含まれています。）
短時間で適切かつ説得力のあるビジネス文章を作成したいビジネスピープルにお奨めです。

クラス内ライティングの他に、毎週ライティングの課題がでます。
●�取り上げるアクティビティ�

ペア・グループによる書くための語彙・文法�
ライティング(ミニエッセイ、Eメールなど)��
Q&A

●�取り上げるライティング項目�
文章構成／構文�
文章のスタイル／フォーマリティレベル�
語彙の選択／不要な表現の削除�
頻出フレーズ

授業の流れ　　
1回の授業の中で、以下のサイクルを繰り返します。

Input Output Feedback

レクチャー 語彙・文法�
エクササイズ ライティング 講師による�

フィードバック

（学費には添削料が含まれています。）

使用教材：　プリントを講師より配付します。
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�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

ビジネスライティング　上級1 上級1　TOEIC800点～ 8 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

土 13:20～15:20 Philip�Sandoz
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 54,120円 15616

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 54,120円 25616

➡�ライティングを強化

中級から上級レベルの受講生を対象に、ビジネスライティングの能力に自信をつけていただける科目です。
時間に追われながらビジネス文書を作成しているのに適切な言葉がなかなか思い浮かばない、そんな時には、より良い文書を
書く努力を放棄したくなることでしょう。しかし、成功するためにはビジネスライティング技術の習得が不可欠です。作成したe
メールや提案書、その他の重要文書が相手の心を掴まなければ、時間やお金、影響力を失うことになるでしょう。
この科目では、ご自身の考えを、明瞭かつ説得力を持って伝え、顧客や同僚、利害関係者、パートナーの支持を得るために必要な
方法を学習します。

●書く上でのスランプを乗り越える
●読み手の関心を掴んで離さない
●厳しい聴衆からの信頼を得る
●文章から無駄を取り除く
●適切な調子を選びとる
●文法、句読点、用法を学び直す

（学費には添削料が含まれています。）

使用教材：　��4期の受講で教科書を終了します。�� �
●HBR�Guide�to�Better�Business�Writing�(Harvard�Business�Review�Press)　　　　　
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選択制プログラム

スキル・テーマ別英語
（早朝／昼／夜／土／日、3ヵ月、週1日～、60～180分）

初級者から上級者まで、英語をスキル別・テーマ別に、また、段階的に継続して学習できる約60の科目があ
ります。多忙な社会人、大学生から、シニア、主婦の方々など、幅広い層の方々を対象とします。

特色

●�早朝、昼、夜、土、日と幅広い時間帯に開講します。
●�英語力、学習ニーズに合わせ、1科目（週1日）から、自由に選択の上、受講できます。
●�各科目のレベル、曜日、時間帯、講師、授業内容等は「科目案内」（53〜72ページ）をご覧ください。
●�各科目は学期ごとに異なる教材／パートを使用するので、同じ科目を継続して複数学期、受講することが

できます（一部、対象外の科目があります）。

コース構成

分野 授業内容 ページ

●発信力・表現力
英語学習に欠けがちな受信（聴く、読む）と発信（話す、書く）をつなぐ即時応用�
練習を徹底的に行います。

53

●英会話
初級から中級まで、スピーキングとリスニングを中心に、英語を多く使うことで�
コミュニケーション力を身につけます。

57

●�時事英語・�
ディスカッション

英字新聞／雑誌、ニュース番組などを教材に、ディスカッションを行います。�
また、各題材についてのリスニング力・リーディング力を強化します。

60

●文法・ライティング・�
　語彙

正確な文法を学び、日常生活やビジネスの場で役立つ英語の基礎を固めます。
学習した文法をもとにEメールやレポートなど、様々な英文ライティングについ
て学びます。また、語彙力を強化します。

65

●リスニング・発音
発音、リズム、イントネーション、語句のつながりを学習し、ネイティブが理解できる
発音を習得するとともに、リスニング力を高めます。

68

●リーディング
新聞、雑誌、小説等の読解を通して、語句、表現、文章の要旨の読みとり方を学習
します。また、内容についてのディスカッションも行います。

71

レベル

入門
TOEICテスト
300点～

初級1
TOEICテスト
400点～

初級2
TOEICテスト
500点～

中級1
TOEICテスト
600点～

中級2
TOEICテスト
700点～

上級1
TOEICテスト
800点～

上級2
TOEICテスト
900点～

英検3級／準2級 英検2級 英検準1級 英検1級
発信力・表現力

英会話
時事英語・ディスカッション

文法・ライティング・語彙
リスニング・発音

リーディング
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科目一覧表（分野別）

「分野別」 の一覧表です。 科目選択の際にご利用ください。

受講期間は3ヵ月です。中途受講が可能です。

●発信力 ・表現力
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

発信力・表現力

初級1 西岡　伸子 月 19:00～21:00
4月期 11 13229

53
7月期 9 23229

New 初級2 中村　優子 月 19:00～21:00
4月期 11 13349

53
7月期 9 23349

中級1

藤倉　浩美 火 19:00～21:00
4月期 11 13438

53
7月期 11 23438

岡本　恵子 金 13:30～15:30
4月期 11 13440

53
7月期 11 23440

村松　剛 土 10:00～12:00
4月期 11 13443

53
7月期 11 23443

中級2 村松　剛 火 19:00～21:00
4月期 11 13536

53
7月期 11 23536

New

使える英語トレーニング

初級1 藤倉　浩美 金 13:30～15:30
4月期 11 13233

54
7月期 11 23233

New 初級2 藤倉　浩美 水 13:30～15:30
4月期 11 13352

54
7月期 11 23352

New 中級1 西岡　伸子 木 10:30～12:30
4月期 11 13445

54
7月期 11 23445

シャドーイングで英語力強化

上級1

浅尾　文恵 火 10:30～12:40
4月期 11 13622

55
7月期 11 23622

浅尾　文恵 木 16:00～18:10
4月期 11 13628

55
7月期 11 23628

New

上級2

浅尾　文恵 火 19:00～21:10
4月期 11 13705

55
7月期 11 23705

浅尾　文恵 日 12:20～14:30
4月期 11 13708

55
7月期 10 23708

シャドーイングで英語力強化 発展編 上級2 浅尾　文恵 日 10:00～12:10
4月期 11 13712

55
7月期 10 23712

上級者レベルの英語強化を目指す総合講座 上級2

浅尾　文恵 月 19:00～21:10
4月期 11 13716

56
7月期 9 23716

浅尾　文恵 火 15:20～17:30
4月期 11 13710

56
7月期 11 23710

●英会話
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

ビギナーのための英会話 入門

Amis Chen 金 10:30～12:30
4月期 11 13120

57
7月期 11 23120

New Amis Chen 金 18:40～20:10
4月期 11 13123

57
7月期 11 23123

　

ス
キ
ル・テ
ー
マ
別
英
語
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●英会話　（続き）
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

実践スピーキング

入門
鈴木　滋 &  
Kelly Cargos 金 10:30～12:30

4月期 11 13127
58

7月期 11 23127

初級1

Kelly Cargos &  
鈴木　滋

金 10:30～12:30
4月期 11 13237

58
7月期 11 23237

New Amis Chen 金 20:20～21:50
4月期 11 13240

58
7月期 11 23240

初級2

大島　万里子 & 
Stuart Cowap 火 10:30～12:30

4月期 11 13356
58

7月期 11 23356

Amis Chen 火 19:00～21:00
4月期 11 13360

58
7月期 11 23360

New

中級1

Mark Bogenschultz 
& 大島　万里子

火 13:30～15:30
4月期 11 13447

58
7月期 11 23447

New William Alachiotis 水 19:00～21:00
4月期 11 13450

58
7月期 11 23450

New イギリスを学ぶ 初級2 Philip Sandoz 金 07:30～08:30
4月期 11 13342

59
7月期 11 23342

英語で世界を知ろう 初級2 大島　万里子 月 13:30～15:00 4月期 11 13363 59

英会話（日本と世界を語ろう） 初級2 Philip Sandoz 土 10:30～12:30
4月期 11 13367

59
7月期 11 23367

●時事英語 ・ディスカッション
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

聴き取りと討議（TVニュース） 初級2 Conan Sharp 土 10:30～12:30
4月期 11 13371

60
7月期 11 23371

聴き取りと討議（今週のTVニュース） 中級2

Mary Ann Decker 土 13:20～15:20
4月期 10 13537

60
7月期 7 23537

Mary Ann Decker 土 15:30～17:30
4月期 10 13542

60
7月期 7 23542

聴き取りと討議（サイエンス番組で学ぶ英語） 中級2 Gretchen VanCleave 土 15:30～17:30
4月期 11 13545

61
7月期 11 23545

読解・聴き取りと討議（英字新聞・TVニュース） 中級1 Anthony Demko 火 19:00～21:00
4月期 10 13454

61
7月期 10 23454

読解と討議（Global Issues） 中級2 Kevin Jones 水 13:30～15:00
4月期 11 13548

62
7月期 11 23548

読解と討議（アメリカの政治とトランプ大統領） 中級2 Loring Ivanick 木 19:00～21:00
4月期 11 13550

62
7月期 11 23550

New 読解と討議（アメリカのユーモア） 中級2 Loring Ivanick 土 15:30～17:30
4月期 11 13555

63
7月期 11 23555

読解と討議（英字新聞・雑誌）

中級2 Anthony Demko 水 11:00～12:35
4月期 10 13557

63
7月期 10 23557

上級1

John Bowler 水 19:00～21:00
4月期 11 13615

64
7月期 11 23615

John Bowler 土 13:20～15:20
4月期 11 13619

64
7月期 11 23619
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●文法 ・ ライティング ・語彙
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

New

英文法

入門

藤倉　浩美 火 13:30～15:30
4月期 11 14104

65
7月期 11 24104

New 藤倉　浩美 金 19:00～21:00
4月期 11 14111

65
7月期 11 24111

New 中級1 岩瀬　ますみ 金 19:00～21:00
4月期 11 14414

66
7月期 11 24414

ブラッシュアップ英文法 Part 2 中級1 小山　克明 土 17:00～20:10 4月期 11 14410 67

New ブラッシュアップ英文法 Part 1 中級1 小山　克明 土 17:00～20:10 7月期 11 24410 67

ライティングのための英文法 Part 1 初級2 津島　玲子 土 13:20～15:20
4月期 11 14347

67
7月期 11 24347

ライティングのための英文法 中級1 津島　玲子 土 15:30～17:30
4月期 11 14428

67
7月期 11 24428

●リスニング ・発音
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

リスニング（TVニュース） 初級2 Scott Seeley 火 10:30～12:30
4月期 11 14350

68
7月期 11 24350

CNNを活用したリスニングスキルアップ 初級2 Kelly Cargos 金 19:00～21:00
4月期 11 14354

68
7月期 11 24354

New

発音・リスニング

初級1

当学院講師 水 10:30～12:30
4月期 11 14227

69
7月期 11 24227

New 村松　剛 土 13:20～15:20
4月期 11 14231

69
7月期 11 24231

中級2 キマニ涌井　理恵 土 10:30～12:30
4月期 11 14519

70
7月期 11 24519

●リーディング
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

New ブラッシュアップ・リーディング（長文読解） 中級1 小山　克明 金 19:00～21:40
4月期 11 14434

71
7月期 11 24434

リーディング（短編小説） 中級1 Karina North 金 13:30～15:30
4月期 11 14437

71
7月期 11 24437

New 新聞を読む 中級2 Philip Sandoz 月 07:30～08:30
4月期 11 14516

72
7月期 9 24516

「オーウェルを読む」精読講座 中級2 高橋　郁弥 土 10:00～12:00
4月期 11 14514

72
7月期 11 24514

リーディング（National Geographic） 上級1 Anthony Demko 水 13:30～15:05
4月期 10 14606

72
7月期 10 24606

　

ス
キ
ル・テ
ー
マ
別
英
語
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科目案内（分野・レベル別）

■発信力・表現力� （平日昼間・夜間　土曜・日曜）

■「発信力・表現力」と「実践スピーキング」の交互／併行受講による効果的学習
「実践スピーキング」につきましては58ページをご覧ください。

●「発信力・表現力」　→�日本人講師が担当
日本語から英語への変換（口頭、文章）練習により、英語表現を徹底して習得（英語の筋トレ）。

●「実践スピーキング」　→ ネイティブスピーカー講師が主に担当
「発信力・表現力」で習得した英語表現をさらに強化し、実践に使える応用力を養成。

●入門から中級まで、実践的な英語力を段階的に習得
ご自分の英語力に合わせ、「発信力・表現力」と「実践スピーキング」を交互に／併行して段階的に学習。

発信力・表現力 実践スピーキング 発信力・表現力 実践スピーキング

「発信力・表現力」は、週1回の授業に加え、講師指導による自宅学習により不足する学習時間を確保。リスニング、スピーキング、�
文法、語彙など総合的な英語力を身に付けます。

「実践スピーキング」は、身に付けた英語力を『使ってみる』実践練習の場です。トライアル＆エラーの貴重な体験を気軽に繰り
返し、講師のフィードバックを得ながら、臨機応変な応用力を強化します。

� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

発信力・表現力　初級1～中級2 初級1　TOEIC400点～　初級2　TOEIC500点～
中級1　TOEIC600点～　中級2　TOEIC700点～ 16 英日

科目名 曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

初級1 月 19:00～21:00 西岡　伸子
4月期 4/9～6/25�(4/30休み) 11 50,820円 13229

7月期 7/9～9/10�(7/16休み) 9 41,580円 23229

初級2 月 19:00～21:00 中村　優子
4月期 4/9～6/25�(4/30休み) 11 50,820円 13349*

7月期 7/9～9/10�(7/16休み) 9 41,580円 23349*

中級1

火 19:00～21:00 藤倉　浩美
4月期 4/10～6/26�(5/1休み) 11 50,820円 13438

7月期 7/10～9/25�(8/14休み) 11 50,820円 23438

金 13:30～15:30 岡本　恵子
4月期 4/13～6/29�(5/4休み) 11 50,820円 13440

7月期 7/13～9/21 11 50,820円 23440

土 10:00～12:00 村松　剛
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 50,820円 13443

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 50,820円 23443

中級2 火 19:00～21:00 村松　剛
4月期 4/10～6/26�(5/1休み) 11 50,820円 13536

7月期 7/10～9/25�(8/14休み) 11 50,820円 23536

英語学習に欠けがちな受信（聴き取り、読み取り）と発信（口頭、文書）をつなぐ即時応用練習を徹底的に行います。日本語から英
語へのスムーズな発信回路をつくります。
� （次のページに続く）

U-35割 35歳以下支援　20%割引対象！
詳細は137ページをご覧ください。
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（前ページ続き）

●� ��受信（聴き取り、読み取り）� �
教材に出てくる新しい文法事項・語彙・表現を完全に理解します。特に日本の英語学習者が犯しやすい誤りに注目し、正し
い使い方を再認識します。� �
↓

●� ��反復練習� �
オーバーラッピング・シャドーイング・リテンション・ディクテーションなどの通訳トレーニングメソッドを用いて、繰り返し音読
練習をする事によって英語表現を身体に染み込ませます。� �
↓

●� ��応用練習� �
より自由度の高い発信練習を行い、英語での発信へのスムーズな回路をつくります。

アカデミック・ビジネスと使用分野を問わず、語彙力・文法力・スピーキング力（英会話力）の強化に効果的で、リスニング力、ライ
ティング力養成にもつながります。

使用教材：　
4期の受講で教科書を終了します。1年でテキストを終了しますが、どの期からスタートしても、それぞれのカテゴリーをまんべ
んなく学習でき、また難易度も徐々に上げて行います。

初級1�●究極の英語リスニング�Vol.�2�(アルク)�
初級2�●究極の英語リスニング�Vol.�3�(アルク)
中級1�●50トピックでトレーニング�英語で意見を言ってみる�(ベレ出版)　　　　

2期の受講で教科書を終了します。
中級2�●知識と教養の英会話�(DHC)

� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

使える英語トレーニング　�
初級1～中級1

初級1　TOEIC400点～　初級2　TOEIC500点～
中級1　TOEIC600点～　 10 日英

科目名 曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

初級1 金 13:30～15:30 藤倉　浩美
4月期 4/13～6/29�(5/4休み) 11 50,820円 13233*

7月期 7/13～9/21 11 50,820円 23233*

初級2 水 13:30～15:30 藤倉　浩美
4月期 4/11～6/27�(5/2休み) 11 50,820円 13352*

7月期 7/11～9/26�(8/15休み) 11 50,820円 23352*

中級1 木 10:30～12:30 西岡　伸子
4月期 4/12～6/28�(5/3休み) 11 50,820円 13445*

7月期 7/12～9/27�(8/16休み) 11 50,820円 23445*

英語の受信力・発信力を鍛え、「使える英語力」を総合的に養成します。
通訳メソッドを活用した音読トレーニングで英語の回路を構築するとともに、インプット（リスニング・リーディング）とアウトプット

（スピーキング・ライティング）スキルを向上させるトレーニングを行い、基礎力から応用力を向上させます。
ペアワーク・グループワークを通して、楽しみながら英語力を養成します。

トレーニングの目的と方法
●� 声を出すトレーニングで英語の回路を構築（音読、リピーティング、オーバーラッピング、シャドーイング、リテンション）
●� 英語の語順のまま理解し、速く正確に聴き取る・読みとる（スラッシュリスニング・リーディング）
●� 英語の発音・イントネーション・リズムを身につける
●� 語彙を増強する
●� 質問する・答える、内容をまとめる、意見を言う・書くなどの応用力をつける

授業の流れ
Slash�Listening�/��

Reading

意味のかたまり、語順、�
文構造、文法を確認し、�

正確に聴き取る・�
読み取る

Reading���
aloud�practice

音読練習で�
定着

Retelling�/�
Summarizing�/�
Discussion

発信のトレーニ�
ングで応用力

Q�&�A

さらに内容を�
定着

Vocabulary

語彙確認

Preview

大要をつかむ

使用教材：　��4期の受講で教科書を終了します。
初級1�●英会話・ぜったい音読　入門編�(講談社)　　　　� �
初級2�●Reading�Success2�(成美堂)　　　　� �
中級1�●AFP�World�News�Report4�(成美堂)　　　　
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� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

シャドーイングで英語力強化　�
上級1・上級2

上級1　TOEIC800点～　上級2　TOEIC900点～ 15 日英

科目名 曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

上級1

火 10:30～12:40 浅尾　文恵
4月期 4/10～6/26�(5/1休み) 11 55,440円 13622

7月期 7/10～9/25�(8/14休み) 11 55,440円 23622

木 16:00～18:10 浅尾　文恵
4月期 4/12～6/28�(5/3休み) 11 55,440円 13628

7月期 7/12～9/27�(8/16休み) 11 55,440円 23628

上級2

火 19:00～21:10 浅尾　文恵
4月期 4/10～6/26�(5/1休み) 11 55,440円 13705*

7月期 7/10～9/25�(8/14休み) 11 55,440円 23705*

日 12:20～14:30 浅尾　文恵
4月期 4/8～6/24�(4/29休み) 11 55,440円 13708

7月期 7/8～9/16�(8/12休み) 10 50,400円 23708

徹底的なシャドーイング練習を通して、英語の情報処理力を高め、リスニング力を強化します。
リスニング力強化のために、多読によるリーディングも行います。

●� ��英語を理解するために必要な文法・構文を根本的に理解するために、文法分析を行なう
●� 文法項目の基礎、語彙・イディオムを強化
●� シャドーイング練習により、発音矯正・イントネーションの改善
●� 学習した速読力を強化するために、洋書・英字新聞・英字雑誌の多読、DVD学習の宿題

上級2
文法項目をより詳しく学習します。

使用教材：　●All�in�One,�4th�Ed.�(Linkage�Club)�
※別途視聴覚教材として各自、DVDをご購入いただきます。（詳細は初回授業時に講師より説明します。）

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

シャドーイングで英語力強化�発展編　�
上級2

上級2　TOEIC900点～ 15 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

日 10:00～12:10 浅尾　文恵
4月期 4/8～6/24�(4/29休み) 11 55,440円 13712

7月期 7/8～9/16�(8/12休み) 10 50,400円 23712

「シャドーイングで英語力強化」受講者、「英検1級対策」受講者、英検1級合格者を対象に、さらに洋書講読を習慣化し、DVD（映
画、TVドラマ、TEDなど）をビジュアル教材として用いた授業を通して、生きた英語を学ぶ科目です。

●� 動画での英文を正しく理解
●� サイト・トランスレーションによる情報処理
●� シンクロ・リーディングによる発話訓練
●� シャドーイングによる口頭訓練（発音矯正）
●� リプロダクション（即時理解）

上記の訓練をスムーズに行うため、文法分析による文法理解を徹底します。会話表現では、コロケーション（自然な語句の繋が
り）が多用されますので、コロケーションの習得にも有益です。

洋書講読に関しては、自分のペースで進めていただきますので、初めての参加の方もこの機会に洋書講読を習慣化することが
可能です。

使用教材：　●ザ・ホワイトハウス＜ファースト・シーズン＞セット1�(ワーナー・ホーム・ビデオ（DVD）)
自習用参考書：　●All�in�One,�4th�Ed.�(Linkage�Club)　　　　●Duo�3.0�(アイシーピー)�
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科目名 レベル 最大定員 使用言語

上級者レベルの英語強化を目指す総合講座　
上級2

上級2　TOEIC900点～ 15 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

月 19:00～21:10 浅尾　文恵
4月期 4/9～6/25�(4/30休み) 11 56,040円 13716

7月期 7/9～9/10�(7/16休み) 9 45,960円 23716

火 15:20～17:30 浅尾　文恵
4月期 4/10～6/26�(5/1休み) 11 56,040円 13710

7月期 7/10～9/25�(8/14休み) 11 56,040円 23710

この科目は、「シャドーイングで英語力強化」受講後の方、英検1級合格者レベルの方、これから英検1級、TOFEL�iBT100点以
上獲得を目指すための準備をする方、または上級英語力強化にご関心のある方を対象としており、総合的に上級者レベルの英
語強化を目指す科目です。

以下のスキルを取り上げます。
●�Reading� �

英字新聞・雑誌の読解力強化� �
難解な英文の正しい読解力を養う速読サイト・トランスレーション

●�Listening　� �
スピードのある英語会話のリスニング力強化（映画の英語を対象とする）

●�Writing� �
文法・構文の正しい英文を書く訓練をする

●�語彙・コロケーション強化　　� �
上級者が英文を話す、書くために必要な語彙力・コロケーション力を強化する� �
英検1級、国連英検特A級の語彙、イディオムの運用力を養う

●�文法力を根本的に強化する。生成変形文法の理論に基づき、文法分析を徹底的に行なう。

使用教材：　
●テーマ別時事英単語集�(三修社)　　　　
●新英文読解法�-�本格的な読解力を確実に�(聖文新社)　　　　
●english�x�english�(Linkage�Club)　　　��
以下書籍については初回授業時に講師より説明を行います：　
●プラダを着た悪魔（DVD）�(20世紀フォックス・ホーム・エンターテイメント・ジャパン)　　　　
●プラダを着た悪魔（名作映画完全音声セリフ集スクリーンプレイ・シリーズ）�(フォーインスクリーンプレイ事業部)　
●DUO�3.0�(アイシーピー)　または�●All�in�One,�4th�Ed.�(Linkage�Club)　　　　
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■英会話�

英会話� （平日早朝・昼間・夜間　土曜）
� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

ビギナーのための英会話　入門 入門　TOEIC300点～　 10 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

金 10:30～12:30 Amis�Chen
4月期 4/13～6/29�(5/4休み) 11 50,820円 13120

7月期 7/13～9/21 11 50,820円 23120

金 18:40～20:10 Amis�Chen
4月期 4/13～6/29�(5/4休み) 11 44,110円 13123*

7月期 7/13～9/21 11 44,110円 23123*

日常、旅行先、ボランティア活動などで遭遇するさまざまなシーンで、シンプルな英語を使ってコミュニケーションを取るスキル
を身につけます。初めて英会話にトライする方、英語が苦手な方も、楽しみながら自然に役に立つ表現を習得できます。

●�取り上げるシーン�
知り合う�
外食する�
買い物をする�
道案内する・場所を訊く�
観光する�
交通機関を利用する

授業の流れ

学ぶ やってみる 定着させる

重要表現を�
学ぶ

モデル会話を�
聴く 基礎練習 実践・応用�

練習
講師による�

フィードバック

使用教材：　��2期の受講で教科書を終了します。� �
●Get�Started:�Student�Book�and�Audio�CD�(Cengage�Learning)�

■「実践スピーキング」と「発信力・表現力」の交互／併行受講による効果的学習
「発信力・表現力」につきましては53〜54ページをご覧ください。

●「実践スピーキング」　→ ネイティブスピーカー講師が主に担当
「発信力・表現力」で習得した英語表現をさらに強化し、実践に使える応用力を養成。

●「発信力・表現力」　→�日本人講師が担当
日本語から英語への変換（口頭、文章）練習により、英語表現を徹底して習得（英語の筋トレ）。

●入門から中級まで、実践的な英語力を段階的に習得
ご自分の英語力に合わせ、「発信力・表現力」と「実践スピーキング」を交互に／併行して段階的に学習。  
  

発信力・表現力 実践スピーキング 発信力・表現力 実践スピーキング

「発信力・表現力」は、週1回の授業に加え、講師指導による自宅学習により不足する学習時間を確保。リスニング、スピーキング、�
文法、語彙など総合的な英語力を身に付けます。

「実践スピーキング」は、身に付けた英語力を『使ってみる』実践練習の場です。トライアル＆エラーの貴重な体験を気軽に繰り
返し、講師のフィードバックを得ながら、臨機応変な応用力を強化します。
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� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

実践スピーキング　入門～中級1
入門　TOEIC300点～�
初級1　TOEIC400点～　初級2　TOEIC500点～�
中級1　TOEIC600点～

10 英日
英

科目名 曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

入門 金 10:30～12:30 鈴木　滋�&�
Kelly�Cargos

4月期 4/13～6/29�(5/4休み) 11 50,820円 13127

7月期 7/13～9/21 11 50,820円 23127

初級1

金 10:30～12:30 Kelly�Cargos�&��
鈴木　滋

4月期 4/13～6/29�(5/4休み) 11 50,820円 13237

7月期 7/13～9/21 11 50,820円 23237

金 20:20～21:50 Amis�Chen
4月期 4/13～6/29�(5/4休み) 11 44,110円 13240*

7月期 7/13～9/21 11 44,110円 23240*

初級2

火 10:30～12:30 大島　万里子�&�
Stuart�Cowap

4月期 4/10～6/26�(5/1休み) 11 50,820円 13356

7月期 7/10～9/25�(8/14休み) 11 50,820円 23356

火 19:00～21:00 Amis�Chen
4月期 4/10～6/26�(5/1休み) 11 50,820円 13360

7月期 7/10～9/25�(8/14休み) 11 50,820円 23360

中級1

火 13:30～15:30 Mark�Bogenschultz�
&�大島　万里子

4月期 4/10～6/26�(5/1休み) 11 50,820円 13447*

7月期 7/10～9/25�(8/14休み) 11 50,820円 23447*

水 19:00～21:00 William�Alachiotis
4月期 4/11～6/27�(5/2休み) 11 50,820円 13450*

7月期 7/11～9/26�(8/15休み) 11 50,820円 23450*

比較的少人数で学べる科目です。スピーキングとリスニングを中心に、クラス内で英語を実践的に使いながら、コミュニケーショ
ン力を身につけます。
身近な話題から時事・社会的な話題まで、段階的にスピーキング力を向上させます。
会話練習と合わせ、正しい英語を話し理解するため、レベルに即した文法、語彙、リーディングを効果的に取り入れます。
昼間の科目は日本人講師とネイティブスピーカー講師が担当し、学習しやすい環境を提供します。夜間の科目では、自然に英語
のみの環境に慣れていくよう誘導します。

スピーキング リスニング 文法
中級1 身近な話題について、会話をし、また

意見を述べることができる。
馴染みのあるトピックであれば、要点
のほか詳細について正確に理解する
ことができる。

SVOの語順を使うことができ、接続
詞（IFやWHEN）を使って長い文で
話す＋時制をそれほど間違えること
なく使うことができる。

初級2 伝えたいことを自分の言葉で詳しく
表現し、意見を述べる。

背景知識と常識を使って会話の要点
や詳細を大まかにつかむ。

SVOの語順のほか、さまざまな接続
詞を使い長い文で話す。

初級1 自分自身・身の周りの人や事柄につ
いて詳しく相手に伝わるように話す。

背景知識と常識を使って会話の要点
を大まかにつかむ。

SVOの語順を使ってさまざまな時
制の文を作り、話すことができる。

入門 自分自身・身の周りの人や事柄につ
いて相手に伝わるように話す。

日本語なまりの発音の影響を減ら
し、理解できる量を増やす。

単語とフレーズを使って話すことが
できる。SVOの語順を使い始め、慣
れる。

使用教材：　��昼間の科目は4期の受講で、夜間の科目は2期の受講で教科書を終了します。
入門� �●World�English�Intro,�2nd�Ed.�(Cengage�Learning)　　　　� �
初級1�●Keynote�2�(Cengage�Learning)　�� �
初級2�●Keynote�2�(Cengage�Learning)　�� �
中級1�●Keynote�2�(Cengage�Learning)　�
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� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

イギリスを学ぶ　初級2 初級2　TOEIC500点～　 10 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

金 07:30～08:30 Philip�Sandoz
4月期 4/13～6/29�(5/4休み) 11 30,470円 13342*

7月期 7/13～9/21 11 30,470円 23342*

今昔のイギリスの様々な要素について学びます（生活・労働環境、歴史、名所、気候、風習、政治、ユーモアのセンスなど）。
イギリスへの旅行や出張、転勤を予定されている方に最適のクラスです。
取り上げたトピックについての会話練習も行います。
プリント教材とビデオ教材を使用します。

使用教材：　●プリント教材を講師より配付�

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

英語で世界を知ろう　初級2 初級2　TOEIC500点～　 10 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

月 13:30～15:00 大島　万里子 4月期 4/9～6/25�(4/30休み) 11 44,110円 13363

世界のニュースを題材として、総合的に英語を段階的に学ぶ科目です。
�→�語句を学ぶ
�→�ニュースを観る
�→�背景や概要について話す
�→�ニュースを区切りながら観て、スクリプトの穴埋めをしながら、日本語に訳す
�→�教科書のエクササイズ（内容確認問題・英作文・サマリー）
�→�関連資料を読む→意見・情報を交換する
学ぶことを楽しむコースです。リラックスした雰囲気の中でそれぞれのペースで学べるよう配慮しています。
情報や意見などを積極的に持ち寄ることも歓迎です。

4月期にのみ開講を予定しています。

使用教材：　●ABC�World�News�20�-�映像で学ぶABCニュースの英語�20�(金星堂)　　�

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

英会話（日本と世界を語ろう）　初級2 初級2　TOEIC500点～ 10 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

土 10:30～12:30 Philip�Sandoz
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 50,820円 13367

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 50,820円 23367

外国の人々と本当の意味で理解し合うための方法を学びます。日本について説明し、自分の意見を述べられるようになることを
目指します。

アメリカなどの外国を旅行したい、または住んでみたいという日本人の英語学習者に向けて書かれた教科書を使用します。各章
の学習内容に加え、単語や内容を詳細に説明したプリント教材が配付されます。

話す機会の多い科目です。リスニングの練習とペアワークも行います。
毎回の授業では一つのテーマを取り上げます（挨拶の次の会話、住居について、自分のこと、友達付き合いなど）。

使用教材：　●�Compelling� Conversations:� Questions� and� Quotations� on� Timeless� Topics,� 2nd� Ed.�
(Booksurge�Publishing)　�
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■時事英語・ディスカッション� （平日昼間・夜間　土曜）

時事英語・ディスカッションの各クラスでは、毎期新しい教材を使用しますので、継続受講が可能です。

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

聴き取りと討議　初級・中級2 初級2　TOEIC500点～　中級2　TOEIC700点～ 16 英

科目名 曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

TVニュース
初級2 土 10:30～12:30 Conan�Sharp

4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 50,820円 13371

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 50,820円 23371

今週の
TVニュース
中級2

土 13:20～15:20 Mary�Ann�Decker
4月期 4/7～6/16�(5/5休み) 10 46,200円 13537

7月期 7/7～8/25�(8/11休み) 7 32,340円 23537

土 15:30～17:30 Mary�Ann�Decker
4月期 4/7～6/16�(5/5休み) 10 46,200円 13542

7月期 7/7～8/25�(8/11休み) 7 32,340円 23542

TVニュース　初級2
CNNなどのニュースを使い、リスニングとディスカッションの学習を行います。毎回様々なトピックを扱います。

授業の流れ

単語リストと質問�
リストが配付され、�
講師が単語の解説

内容に関する�
質疑応答

ニュースの内容に
関したグループ�
ディスカッション

リストを手がかりに�
ニュースを�
繰り返し視聴

ニュースを�
1回視聴

今週のTVニュース　中級2
テレビのヘッドラインニュースや新聞記事を題材に、リスニングとディスカッションのスキルを強化する科目です。
●� ビデオ教材を使って、リスニング、語彙、ディスカッションの演習を行います。
●� 少人数のグループで各自が選んだ記事を発表し、質疑応答と討議を行います。
●� 講師は、グループディスカッションに参加し、フィードバックを行うとともに、背景知識や語彙を解説します。
●� 授業での討議に備えて毎週宿題が課されます。

使用教材：　プリント教材を講師より配付
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�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

聴き取りと討議�
（サイエンス番組で学ぶ英語）　中級2

中級2　TOEIC700点～ 16 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

土 15:30～17:30Gretchen�VanCleave
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 50,820円 13545

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 50,820円 23545

ネット上の最新ビジュアル教材・ビデオを鑑賞しながら、科学に関するさまざまなトピックについて、ディスカッションとプレゼン
テーションを行います。
科学に興味のある方はもちろん、ディスカッションスキル、プレゼンテーションスキルを強化したい方にもお奨めのコースです。
理系の教材を取り上げることによって、仮説・実験・結果に至るプロセスなど、論理的な展開法およびその効果的な説明法を習得
することができます。
科学分野にとどまらず、一般的な熟語を含む多くの語彙も学べます。

●�取り上げる分野� �
気候、天体� �
植物、動物、地質� �
健康、医学、文化　など

●�取り上げるビジネス英語スキル� �
Listening� �
Discussion� �
Presentation� �
Logical�Speaking

授業の流れ

Input Output�&�Feedback

ウォーミングアップ�
ディスカッション

ビデオ�
ウォッチング

語彙・発音�
演習

ペア・グループ�
ディスカッション

プレゼン＆�
フィードバック

使用教材：　プリント教材を講師より配付

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

読解・聴き取りと討議
（英字新聞・ＴＶニュース）　中級1

中級1　TOEIC600点～ 16 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

火 19:00～21:00 Anthony�Demko
4月期 4/10～6/19�(5/1休み) 10 46,200円 13454

7月期 7/10～9/18�(8/14休み) 10 46,200円 23454

最近のテレビや新聞のニュースを教材に、語彙、読解、聴き取り、ディスカッションの各技能を向上させ、英語のコミュニケーショ
ン力全般を強化します。日々のニュースについて英語で理解し話せるようになりたいという中〜上級の方にお奨めです。授業で
は、ニュースを理解するための単語の練習と、話の主題をつかむための聴き取りと読解の練習を行います。毎回の授業では、小
グループやクラス全体でのディスカッションを通してスピーキング力を強化します。TVニュースのトランスクリプトを配付いたし
ます。

●� 聴き取り、読解、会話、討議の各技能を強化、向上させます。
●� 日常生活における様々な分野に関する実践的な語彙力を強化、増強します。
●� 国内外のニュースを理解し、討議できる力を身につけます。

授業の流れ

2週目

新聞記事を使って
要約。
小グループでディ
スカッション

4週目

受講生が持ち寄っ
た新聞記事を使って
要約。小グループで
ディスカッション

5週目以降

1〜4週目の手順
で進みます

3週目

1週目と同じ

1週目

TVニュースを使用。
単語リストと理解度確認
の質問を使いながら、グ
ループディスカッション

使用教材：　プリント教材を講師より配付
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�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

読解と討議（Global�Issues）　中級2 中級2　TOEIC700点～ 16 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

水 13:30～15:00 Kevin�Jones
4月期 4/11～6/27�(5/2休み) 11 44,110円 13548

7月期 7/11～9/26�(8/15休み) 11 44,110円 23548

グローバルな話題について話し合いながら、ディスカッション力を向上させるクラスです。
講師および受講生は新聞、ネットなど生のメディアから興味のある話題を持ち寄り、オープンフォーラム形式で議論を交わしま
す。
地球温暖化、社会における女性の役割の変遷、高齢化社会など、世界が直面する問題について深く掘り下げて話し合い、講師の
フィードバックを受けます。英語コミュニケーション力を実践的に高めながら、世界情勢についての知識と異文化理解を深めるこ
とができます。
受講生は積極的に議論に参加することを求められます。

使用教材：　プリント教材を講師より配付

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

読解と討議（アメリカの政治とトランプ
大統領）　中級2

中級2　TOEIC700点～ 16 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

木 19:00～21:00 Loring�Ivanick
4月期 4/12～6/28�(5/3休み) 11 50,820円 13550

7月期 7/12～9/27�(8/16休み) 11 50,820円 23550

米国の政治は常に魅力的な話題です。ドナルド・トランプ氏の大統領選出は、多くの人々にとって予想もし得ない事でした。大統
領に選出されるまでの過程もまた、前例のないものでした。トランプ大統領の勝利と就任は、過去に例の無い政権となる前兆で
あり、どんな結果がもたらされるかは神のみぞ知るといった所です。米国の政治システムの現状や、アメリカの日本や世界との
関係に今後もたらされる影響について興味や懸念をお持ちの方には特にタイムリーな、米国政治を取り上げる科目です。

毎回の授業の前半では、講師が米国の政治システムの特定の側面について、紹介と解説を行います（例：合衆国憲法における大
統領、政府機関と権力分立、米国の第三政党）。質問も受け付けます。授業の後半では、前の週に起こった米国大統領とその政
権に関連する出来事を取り上げます。グループに分かれてディスカッションを行い、最新の米国での重要な政治ニュースについ
て、各自が意見を述べ合います。

米国政治やそれにまつわる人や考えについて、授業外にも記事を読み聴きすることが奨められます。

使用教材：　プリント教材を講師より配付
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� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

読解と討議（アメリカのユーモア）　�
中級2

中級2　TOEIC700点～ 16 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

土 15:30～17:30 Loring�Ivanick
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 50,820円 13555*

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 50,820円 23555*

土曜に大笑いして週を楽しく締めくくりませんか？毎週何かしらの笑える話を見つけていただけるクラスです。

米国文化に関連する様々な種類のユーモアを数多く取り上げます。毎学期の序盤では身体をつかったユーモアや簡単なアニメ
や漫画を扱い、その後、エスニックジョークや社会風刺、政治的ユーモア、言葉遊びや駄洒落等のより洗練された分野を扱いま
す。熟語表現の理解を深め、米国人がどの様に皮肉や嫌味を使って笑いを取るかも学びます。最も重要な点として、受講生は授
業で取り上げた様々なユーモアから米国文化について各自の結論を導き出すよう求められます。ユーモアには、読まれることが
前提のものや、テレビ・映画・インターネットで聴いたり見たりすることが前提のものがあります。取り上げるユーモアの全てを面
白く感じられるという保証はありませんが、米国人がどんな笑いを好むかについて深く知ることで、映画やテレビ、くだけた会話
を理解できるようになります。

使用教材：　プリント教材を講師より配付

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

読解と討議（英字新聞・雑誌）　中級2 中級2　TOEIC700点～ 16 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

水 11:00～12:35 Anthony�Demko
4月期 4/11～6/20�(5/2休み) 10 40,100円 13557

7月期 7/11～9/19�(8/15休み) 10 40,100円 23557

テレビや新聞のニュースを教材にして、読解、会話、ディスカッションの各技能を向上させます。最近の国内外のニュース・話題に
ついて英語で理解し、話せるようになると同時に、英会話力を総合的に向上させたい方にお奨めです。ニュースを理解するため
に必要な語彙と文法の説明を講師が行います。毎回行う小グループやクラス全体でのディスカッションを通してスピーキング力
の強化を図ります。実用的な語彙を習得し、ニュースを通じて様々な日常的な話題に触れることができる科目です。

1週目は、講師が用意した記事を使用し読解を行います。事前に配付された記事を読んで、質問の答えを用意してきていただ
き、クラスでディスカッションを行います。（初回授業を除く）
2週目は、受講生が持ち寄った記事を使って要約を行い、小グループまたは教室全体でディスカッションを行います。講師は各グ
ループを回って、適宜アドバイスを与えます。

使用教材：　プリント教材を講師より配付
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�
科目名 レベル 最大定員 使用言語

読解と討議（英字新聞・雑誌）　上級1 上級1　TOEIC800点～ 16 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

水 19:00～21:00 John�Bowler
4月期 4/11～6/27�(5/2休み) 11 50,820円 13615

7月期 7/11～9/26�(8/15休み) 11 50,820円 23615

土 13:20～15:20 John�Bowler
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 50,820円 13619

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 50,820円 23619

国際問題に関心があり、英語で読んだり意見を述べたりすることのできる上級者を対象とした科目です。
●� ��ニューヨークタイムズ、BBC、エコノミスト、ワシントンポスト、タイム、ジャパンタイムズなどから記事を厳選し、様々なト

ピックについてディスカッションを行います。
●� ��あらかじめ記事を読み、内容理解や語彙を確認するための練習問題を解くなど、毎週1時間程度の予習が必要となりま

す。

使用教材：　プリント教材を講師より配付
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■文法・ライティング・語彙� （平日昼間・夜間　土曜）
� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

英文法　入門 入門　TOEIC300点～ 15 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

火 13:30～15:30 藤倉　浩美
4月期 4/10～6/26�(5/1休み) 11 50,820円 14104*

7月期 7/10～9/25�(8/14休み) 11 50,820円 24104*

金 19:00～21:00 藤倉　浩美
4月期 4/13～6/29�(5/4休み) 11 50,820円 14111*

7月期 7/13～9/21 11 50,820円 24111*

英語の受信・発信の基礎となる英文法を整理し、「知識」の文法を「使える」文法力に変えることを目指します。
文法嫌いから文法好きに変わることができる、楽しいトレーニング系文法クラスです。
短い文を作れるようになることで、会話の土台を作ります。
　

・�さまざまな文法を使って、数多くの短い文を作り、どんどん言えるよう練習する
・�英語の語順を意識し、英語の回路を頭に作り、英語の瞬発力をつける

扱う文法項目

入門 中学1年から中学2年で習う英文法　
be動詞、一般動詞、疑問詞、命令文、進行形、助動詞

初級1

10月期・
1月期

開講予定

中学2年から中学3年で習う英文法　
比較級、最上級、There�is/are、不定詞、動名詞、接続詞、現在完了形、分詞、関係代名詞、知覚動詞、使役動詞）

●授業の流れ
1.�文法の説明　　　�（文法項目を理解する、語順・文の構造を意識する）
2.�繰り返し音読練習� （リピーティング、オーバーラッピング、シャドーイング、リテンション）
3.�定着度を試す　　�（耳でとらえた日本語を、口頭で素早く英語に変換）
4.�応用する　　　　�（シンプルな会話に応用）

本コースを修了された方には、【英文法�初級2】(10月期・1月期に実施予定)を続けてご受講することをお奨めします。
本コースで扱う文法項目について、実際の生活の中で遭遇する、より本番に近い形で応用練習をすることができます。

使用教材：　��2期の受講で教科書を終了します。� �
●究極の英会話（上）�(アルク)　　　　�
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� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

英文法　中級1 中級1　TOEIC600点～ 15 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

金 19:00～21:00 岩瀬　ますみ
4月期 4/13～6/29�(5/4休み) 11 50,820円 14414*

7月期 7/13～9/21 11 50,820円 24414*

英語の受信・発信の基礎となる英文法を整理し、「知識」の文法を「使える」文法力に変えることを目指します。
文法嫌いから文法好きに変わることができる、楽しいトレーニング系文法クラスです。
実際の生活の中で遭遇する、より本番に近い形でさまざまな文法の応用練習をすることができます。

・�さまざまな文法を使って、シンプルな会話から込み入った会話まですることができる
・�さまざまな文法を使って、伝えたいことを正確につたえることができる（相手の意図を正確に理解することもできる）
・�似た文法項目を使い分けることができる（例：過去形と現在完了形、�willとbe�going�to�V、など）

扱う文法項目
初級2

10月期・
1月期

開講予定

中学1年から中学2年で習う英文法
be動詞、一般動詞、時制、進行形、完了形、助動詞

中級1 中学2年から高校2年で習う英文法
不定詞、動名詞、接続詞、関係詞、知覚動詞、使役動詞、仮定法、話法

●授業の流れ
1．文法の説明　�（文法を理解する）
2．リテンション　�（一文を瞬時にかつ正確に作る）
3．アクティビティ�（シンプルな会話をする）
4．タスク　　　��（込み入った会話をする）

文法を忘れてしまった方や短い一文を作ることが難しい方は、【英文法�入門】、【英文法�初級1】(10月期・1月期に実施予定)の
受講をお奨めします。本コースで扱う文法項目の基礎練習をすることができます。

使用教材：　��2期の受講で教科書を終了します。� �
●使おう！英文法�–�いろいろ編�-�第2版�(日米会話学院)�
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� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

ブラッシュアップ英文法　中級1�
Part�2・Part�1

中級1　TOEIC600点～ 15 日英

科目名 曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

Part�2 土 17:00～20:10 小山　克明 4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 81,180円 14410

Part�1 土 17:00～20:10 小山　克明 7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 81,180円 24410*

英文の一番言いたいことをキャッチすべく、英文理解のために最も不可欠な視点・考え方を身につけます。暗記型英文法を脱却
し、根本的な理解を目標に、英文をとらえなおす新たな習慣を定着させます。コミュニケーションのための4つのスキルである

「聴く」「話す」「読む」「書く」の基盤になる英文法の知識を体系的に整理し、コミュニケーション力を強化します。発信型スキル
の基盤となる文法知識を整理し、演習を行います。

文法の理解があいまい、苦手文法を克服したい、知識の補強をしたい、ぼんやり分かっているけど使うことができない、どのよう
な場面でどのように使うかがわからない、どのように言い換えるか迷う、細かいニュアンスが分からない、日常会話やEメールな
どで「話す」「書く」という発信型スキルに自信がない、といった問題の解決を目指します。

主な文法項目：
主述の一致、自動詞・他動詞、受動態・能動態、時制、品詞、冠詞、名詞、接続詞、前置詞、動名詞、不定詞、分詞と分詞構文、助動詞、
仮定法、形容詞、副詞、比較、関係詞、否定、話法、名詞構文・無生物主語、省略、倒置、強調、挿入、同格など

使用教材：　2期の受講で教科書を終了します。
4月期�●総合英語�Evergreen�(いいずな書店)　

7月期�●総合英語�Evergreen�(いいずな書店)　　　　
� 　　�●Basic�Grammar�for�College�Students�(成美堂)�
� 　　�●All�in�One,�4th�Ed.�(Linkage�Club)�

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

ライティングのための英文法　�
初級2�Part�1・中級1

初級2　TOEIC500点～　中級1　TOEIC600点～ 12 日英

科目名 曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

初級2
Part�1 土 13:20～15:20 津島　玲子

4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 54,120円 14347

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 54,120円 24347

中級1 土 15:30～17:30 津島　玲子
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 54,120円 14428

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 54,120円 24428

様々なトピックの文章を書くなかで、ターゲットとなる文法項目を正確に使うことを目指します。

初級2 Part 1
●� 基本的な文の構成と文脈に適した正しい文法表現を書きながら身につける
●� 文構造、品詞、時制など、簡潔で知的な文章を書くために必要な文法項目を書きながら学習

中級1
●� 文章を論理的につなげ、発展させながら、文法を正しく使う練習
●�【初級2】で学習した重文・複文をさらに発展させ活用する練習

（学費には英作文の添削料が含まれています）

使用教材：　�2期の受講で教科書を終了します。
初級2�Part�1�●Fundamentals�of�English�Grammar�4th�Ed.,�Student�Book�A�with�CD�(Pearson)
中級1　　　��●Understanding�and�Using�English�Grammar�4th�Ed.,�Student�Book�B�with�CD�(Pearson)�
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■リスニング・発音� (平日昼間・夜間　土曜)
�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

リスニング（TVニュース）　初級2 初級2　TOEIC500点～ 12 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

火 10:30～12:30 Scott�Seeley
4月期 4/10～6/26�(5/1休み) 11 50,820円 14350

7月期 7/10～9/25�(8/14休み) 11 50,820円 24350

最近の国際的なニュース特集番組を主な教材とし、話し言葉としての英語を理解するためのリスニング力を磨きます。留学や
仕事で英語圏に住む予定のある方、英語の理解力を向上させたい方にお奨めです。ユニークで興味深い特集番組を取り上げ、
様々な国やその文化を背景にした題材を扱いながら、自然な文脈の中で慣用表現及び語彙を増強させます。
リスニングの難しさを克服していきましょう。

●� ニュース番組を視聴する
●� プリント教材を使って、要点を確認する
●� 裏づけとなる要素の見つけ方を学ぶ
●� 内容を集約させて結論を導く練習をする
●� 発音、リズム、イントネーション、言葉のつながりに慣れる
●� 文法、慣用語法、文体、ジェスチャーを使った表現に注目し、内容を正確に理解する

使用教材：　プリント教材を講師より配付

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

CNNを活用したリスニングスキルアップ　
初級2

初級2　TOEIC500点～ 12 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

金 19:00～21:00 Kelly�Cargos
4月期 4/13～6/29�(5/4休み) 11 50,820円 14354

7月期 7/13～9/21 11 50,820円 24354

リスニングの際、正確に素早く内容をキャッチするために不可欠なスキルを身につけます。CNN�ENGLISH�EXPRESSの最新
号2冊から厳選された興味深い国際ニュース・特集を用い、精聴・多聴を繰り返します。ディスカッションを通して内容の理解を深
め、同時に語彙・表現を拡充します。
英語のリスニング力向上のための具体的な方法がわからない、実践練習をしているのになかなか聴き取れない、各種検定試験
のリスニングスコアが上がらないといった方々を対象に、聴き取りのコツ、音のつながりのルール、英語の語順でキャッチする方
法、ディクテーション、リピーティング、オーバーラッピングなど、リスニング力を効果的に向上させるためのコツを実践的に学び
ます。

使用教材：
4月期�●CNN�ENGLISH�EXPRESS�2018年5月号�(朝日出版社)
� 　　�●CNN�ENGLISH�EXPRESS�2018年6月号�(朝日出版社)
7月期�●CNN�ENGLISH�EXPRESS�2018年8月号�(朝日出版社)
� 　　�●CNN�ENGLISH�EXPRESS�2018年9月号�(朝日出版社)�
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� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

発音・リスニング　初級1 初級1　TOEIC400点～ 12 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

水 10:30～12:30 当学院講師
4月期 4/11～6/27�(5/2休み) 11 50,820円 14227*

7月期 7/11～9/26�(8/15休み) 11 50,820円 24227*

土 13:20～15:20 村松　剛
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 50,820円 14231*

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 50,820円 24231*

「公式な場でしっかりと英語を聴き取り、発言をする」スキルと自信を身につけます。
コースの最後に、絵本や英詩を使って習得した美しい発音・イントネーションで、スピーチの一節などを発表します。

発音に自信がない、カタカナ発音になってしまう、自信を持って発言できない、単語が読めないそんな悩みを解決します！
「フォニックスルール」を使って、英語を聴く・話す・読む・書く土台を築き、英語学習の底上げをしましょう！

●特徴
「フォニックス」で発音トレーニングをすると　―
-�英語の特色がわかる、スペリングのルールや単語の仕組みがわかる
-�発音がよくなる、自信を持って発音できる
-�知らない単語でも推測して読める・書ける、新しい単語に遭遇した時の手助けになる
-�自分の力で音読でき、書けるようになる
-�英語を話すことが楽しくなる

●取り上げる項目
4月期

-�基本のフォニックスルールを確認
-�アルファベット・単語を正しく発音

7月期
-�フォニックスルールを応用し、単語単位から、文章単位で練習
-�音の脱落／弱化／連結／同化などに注意し、英語のリズムを身体で身につける
-�リスニング・スピーキングのスキル向上につなげる

英語初級の方は発音に自信がつき、積極性がでます。
上級者にとっては発音の裏付けになるとともに、発信力を鍛える音読トレーニングに効果的に活用できます。
フォニックスで楽しく発音トレーニングをし、英語力をアップしましょう！�

本コースを修了された方には、【発音・リスニング�中級2】の受講をお奨めします。
ネイティブスピーカーの早口の英語をはっきり聴き取ることができ、滑らかかつメリハリのある話しかたをすることができるよう
になります。

使用教材：　��2期の受講で教科書を終了します。� �
●フォニックスってなんですか?�発音確認�エクササイズ用CD付�(mpi)� �
●CD�BOOK�<フォニックス>できれいな英語の発音がおもしろいほど身につく本�(明日香出版社)
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�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

発音・リスニング　中級2 中級2　TOEIC700点～ 12 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

土 10:30～12:30 キマニ涌井　理恵
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 50,820円 14519

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 50,820円 24519

「公式な場でしっかりと英語を聴き取り、発言をする」スキルと自信を身につけます。
コースの最後に、習得した美しい発音・イントネーションで、スピーチの一節などを発表します。

●特徴
-�自分の話す英語が相手に通じない、聞き返される、誤解を招くなどの悩みを解消します。
-�英語の音の特徴を分析し、母国語の音の先入観を変えていくことで、どんな相手にもわかりやすい発音が身につきます。
-�雑音に聞こえていた音が、意味をもった言葉として理解できるようになります。
-�日本語・英語の発音の違いを把握します。

●取りあげる項目
日本語と英語の違いによる問題点を完全に網羅し、ひとつひとつ克服していきます。

1．リズム�
2．イントネーション�
3．音の連結�
4．音の同化�
5．短縮形�
6．破裂音�
7．脱落する音�
8．子音の連続�
9．母音・子音　よく似た音の違い�

●授業の流れ

コース終了時

スピーチを発表 講師・受講生による
フィードバック

毎回の授業の流れ

録音を利用した
自己発音チェック

講師による個別
フィードバック

大量のエクササイズを
行い、徹底発音練�
習で、英語の音・�

音の変化に慣れる

使用教材：　��2期の受講で教科書を終了します。� �
●改訂版　英語の発音パーフェクト学習事典�(アルク)�
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■リーディング� （平日早朝・昼間・夜間　土曜）
� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

ブラッシュアップ・リーディング�
（長文読解）　中級1

中級1　TOEIC600点～ 12 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

金 19:00～21:40 小山　克明
4月期 4/13～6/29�(5/4休み) 11 68,970円 14434*

7月期 7/13～9/21 11 68,970円 24434*

長文の趣旨をスピーディーにキャッチする読解の技法と視点を身につけます。長文のリーディングスキル（読解力、速読力、構文
力）を着実にレベルアップします。

テキストは、環境、健康、テクノロジー、芸術、エンターテインメント、ビジネス、農業、文化、宇宙など、多岐にわたる重要テーマを
カバーしており、興味深い最新の話題で、示唆に富んだ記事から構成されています。

各ユニットは、長文読解、文法、語彙など、リーディングスキルを総合的に強化する演習形式です。

●英語の長文を、語順で後戻りせずに速読するスキルを身につけます。
●長文の要点や重要箇所を素早く把握するスキルをマスターします。
●設問のヒント箇所を、素早く見つけるスキルを学びます。
●Discourse�marker（談話標識）に慣れ、論理展開を正確に把握する力を身に付けます。
●様々な分野の語彙・イディオム力を増強します。
●重要構文の理解力を強化します。

使用教材：　��2期の受講で教科書を終了します。� �
●Reading�Fusion�2�(南雲堂)　　　　� �
●All�in�One,�4th�Ed.�(Linkage�Club)

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

リーディング（短編小説）　中級1 中級1　TOEIC600点～ 12 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

金 13:30～15:30 Karina�North
4月期 4/13～6/29�(5/4休み) 11 50,820円 14437

7月期 7/13～9/21 11 50,820円 24437

現代作家の短編小説など、ペーパーバックを読みます。読解から発展させ、ディスカッションへとつなげます。読解力をあげるた
めにリーディングスキル、文法や語彙を学びます。受け身ではなく、自ら考え、効果的に知的に読むトレーニング、作者がどの様に
作品に漂う雰囲気を描くかなどについてディスカッションを行います。

●� 文化的・社会的背景を考え、内容を深くとらえ、解釈する
●� ストーリーの展開方法を学び、内容理解を深める
●� 内容について考え、自由に意見を述べ、ディスカッションする

使用教材：　●The�O.�Henry�Prize�Stories�2017�(Anchor)　　　　
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� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

新聞を読む　中級2 中級2　TOEIC700点～ 12 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

月 07:30～08:30 Philip�Sandoz
4月期 4/9～6/25�(4/30休み) 11 30,470円 14516*

7月期 7/9～9/10�(7/16休み) 9 24,930円 24516*

高級紙からタブロイド紙まで、様々な種類の英字新聞を読みこなす力を養います。簡単な言葉を使って最も大切な事柄を表現
する、新聞特有の言葉遣いや技術を学びます。新聞や特定の記事を流し読みする方法や、記事を要約する方法も学び事で、英文
記事をより良く理解、評価できるようになります。

使用教材：　プリント教材を講師より配付

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

「オーウェルを読む」精読講座　中級2 中級2　TOEIC700点～ 12 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

土 10:00～12:00 高橋　郁弥
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 50,820円 14514

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 50,820円 24514

オーウェルの作品は未だに英語圏の高校の授業などで取り上げられています。平易ではありますが、明晰で力強い彼の文章が、
英語圏の人たちにとって文章のお手本であり続けている良い証拠です。そのような彼の文章から日本の上級英語学習者が得ら
れるものは大きいと思います。

この講座ではオーウェルのいくつかのエッセイを取り上げ、精読を通じて、彼がどのような語彙や表現を好んで使ったのかを詳
細に見て行きます。それと同時に、そこに見られる語彙や表現を英語学習者が応用することによって発信力の強化へと繋げてい
くことにも重点を置いて行きます。もちろん、彼の深い洞察に富むエッセイから彼の時代の雰囲気を直接掴むことも出来ます。
読者の心に一生残る珠玉のエッセイの1文1文を味わいつつ、洗練された文章表現を学びとって行きましょう。

使用教材：　●Essays�(Penguin�Classic)

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

リーディング�
（National�Geographic）　上級1

上級1　TOEIC800点～ 12 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

水 13:30～15:05 Anthony�Demko
4月期 4/11～6/20�(5/2休み) 10 40,100円 14606

7月期 7/11～9/19�(8/15休み) 10 40,100円 24606

National�Geographic誌の記事から、科学、文化、歴史、医療、環境、大衆文化、社会など幅広いトピックを取り上げます。語彙
を増やしたい方、知的好奇心を満たしたい方にお奨めです。授業では講師と受講生が選んだ記事を読み、内容についての理解
を深めます。
また、ディスカッションを多く行いますので、英語で理解し、英語で表現する力が身につきます。

使用教材：　プリント教材を講師より配付　
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選択制プログラム

検定試験対策
（昼／夜／土／日、3ヵ月、週1日～、120～180分）

TOEIC®テスト、TOEFL�iBT®テスト、IELTS、英検、国連英検で、目標スコア達成／級合格のための英語力
とテクニックを、ドリルと講義により習得します。また、これらの学習を通し、英語の総合力を高めます。
学期ごとに異なる教材／パートを使用するので、同じ科目を継続して複数学期受講することができます。

（一部、対象外の科目があります）

特色

●TOEIC®テスト対策� →� �600点、730点、900点取得をターゲットとした科目があります。
●TOEFL iBT®テスト対策� →� �iBT61〜80点、100点取得をターゲットとした科目があります。
●IELTS対策� →� IELTS6.0、6.5取得をターゲットとした科目があります。
●英検対策� →� 英検1級取得をターゲットとした科目があります。
●国連英検対策� →� 国連英検特A級取得をターゲットとした科目があります。
●スピーキングテスト対策� →� スピーキングテスト対策の科目があります。

※科目案内記載事項につきましては75〜80ページをご覧ください。

※�TOEFL®�and�TOEIC®�are�registered�trademarks�of�Educational�Testing�Service�(ETS).�This�publication�is�not�endorsed�or�
approved�by�ETS.

U-35割 35歳以下支援　20%割引対象！
詳細は137ページをご覧ください。
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科目一覧表（分野別）

「分野別」 の一覧表です。 科目選択の際にご利用ください。

受講期間は3ヵ月です。中途受講が可能です。

●TOEIC®テスト対策
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

TOEICテスト ターゲット600 初級2 Reibi Kim 土 13:30～15:40
4月期 11 16304

75
7月期 11 26304

New
TOEICテスト ターゲット730 中級1

小山　克明 火 19:00～21:40 4月期 11 16406 75

小山　克明 土 10:00～13:10
4月期 11 16411

75
7月期 11 26411

New
TOEICテスト ターゲット900 中級2

小山　克明 火 19:00～21:40 7月期 11 26518 75

小山　克明 土 13:30～16:40
4月期 11 16521

75
7月期 11 26521

●TOEFL�iBT®テスト対策
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

TOEFL iBTテスト 61～80 初級2 村松　剛 水 19:00～21:10
4月期 11 16309

76
7月期 11 26309

TOEFL iBTテスト 100 上級1 高橋　郁弥 水 19:00～21:10
4月期 11 16602

76
7月期 11 26602

●IELTS 対策
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

New IELTS ターゲット 6.0 中級1 高橋　郁弥 火 19:00～21:10
4月期 11 16414

77
7月期 11 26414

New IELTS ターゲット 6.5 中級2 Amis Chen 木 19:00～21:10
4月期 11 16508

77
7月期 11 26508

●英検対策
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

英検1級対策 上級1

浅尾　文恵 火 13:00～15:10
4月期 11 16616

78
7月期 11 26616

浅尾　文恵 水 19:00～21:10
4月期 11 16619

78
7月期 11 26619

浅尾　文恵 土 17:20～19:30
4月期 11 16622

78
7月期 11 26622

●国連英検対策
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

国連英検特A級対策 上級1 浅尾　文恵 日 14:40～16:50
4月期 11 16628

79
7月期 10 26628

●スピーキングテスト対策
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

New スピーキングテスト対策 中級1 村松　剛 金 19:00～21:10
4月期 11 16417

80
7月期 11 26417
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科目案内（分野・レベル別）

■TOEIC®テスト対策� （平日夜間　土曜）
� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

TOEICテスト
ターゲット600�（初級2　TOEIC500点～）　
ターゲット730�（中級1　TOEIC600点～）　
ターゲット900�（中級2　TOEIC700点～）

16 日英

科目名 曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

ターゲット
600 土 13:30～15:40 Reibi�Kim

4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 55,440円 16304

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 55,440円 26304

ターゲット
730

火 19:00～21:40 小山　克明 4月期 4/10～6/26�(5/1休み) 11 68,970円 16406*

土 10:00～13:10 小山　克明
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 81,180円 16411

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 81,180円 26411

ターゲット
900

火 19:00～21:40 小山　克明 7月期 7/10～9/25�(8/14休み) 11 68,970円 26518*

土 13:30～16:40 小山　克明
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 81,180円 16521

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 81,180円 26521

TOEIC�Listening�&�Readingテストのスコアアップの最短ルートです。
目標点到達に必要となる「テスト対策スキル」と「英語の実力」を身につけます。

演習問題を通じて解答力を磨きます。TOEICテストの各パートの特徴と頻出パターンを学び、効果的な攻略法を習得し、着実に
得点力を高めます。同時に、英語力アップのコツや効果的な学習法を身につけます。

テスト対策スキル

●　パート別対策：� パート別特徴と攻略ポイントの理解
� 頻出問題の解法の習得
� パート別に必要なスキルの習得
●　時間配分：� 時間内に全問解き切る時間配分
●　自己学習法：� スコアアップのための効果的なTOEIC対策学習法

ターゲット730 ターゲット900ターゲット600

英語力強化

●　リスニング：� メリハリのある聴き方（全体像と詳細を聴き取る）
� 速聴のコツ
●　リーディング：� メリハリのある読み方（全体像と詳細を読み取る）
� 速読のコツ
●　文法：� 頻出文法事項の正確な理解
●　語彙：� TOEIC頻出語彙、慣用句、英語特有の言い回し（口語表現）
●　自己学習法：� 英語の実力をつける学習法

TOEICテスト対策はターゲット600からターゲット900まで、各レベルの難易度に合わせた指導がされ、段階を踏んでステップ
アップすることができます。各講師により、解法や指導法にバラエティがあります。

使用教材：
ターゲット600
4月期� ●公式�TOEIC�Listening�&�Reading�問題集�1�(国際ビジネスコミュニケーション協会)　　　　
� ●TOEIC�TEST�文法・語彙�出るとこだけ!�問題集�(アルク)　　　　�
7月期� ●公式�TOEIC�Listening�&�Reading�問題集�2�(国際ビジネスコミュニケーション協会)　　　　
� ●TOEIC�TEST�文法・語彙�出るとこだけ!�問題集�(アルク)　　　　
� （次のページに続く）
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（前ページ続き）

ターゲット730 
4月期� ●公式�TOEIC�Listening�&�Reading�問題集�3�(国際ビジネスコミュニケーション協会)　　　　
� ●TOEIC�TEST�英単語出るとこだけ!�(アルク)　　　　
� ●TOEIC�TEST�英文法出るとこだけ!�(アルク)　　　　
� ●3週間で攻略�TOEIC�L&Rテスト730点!�(アルク)　　　　
7月期� ●公式�TOEIC�Listening�&�Reading�問題集�3�(国際ビジネスコミュニケーション協会)　　　　
� ●TOEICテスト�全パート単語対策�New�Ed.�(アスク)　　　　
� ●TOEIC�TEST�英文法出るとこだけ!�(アルク)　　　　
� ●3週間で攻略�TOEIC�L&Rテスト730点!�(アルク)　�

ターゲット900（4月期・7月期共通）
●公式�TOEIC�Listening�&�Reading�問題集�3�(国際ビジネスコミュニケーション協会)　
●TOEIC�L&Rテスト�文法問題�でる1000問�(アスク)　　　
●TOEIC�L&R�TEST�出る単特急�金のフレーズ�(朝日新聞出版)　　　　

■TOEFL�iBT®テスト対策� （平日夜間）
�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

TOEFL�iBTテスト　61～80・100 iBTテスト�61～80�（初級2　TOEIC500点～）　
iBTテスト�100�（上級1　TOEIC800点～） 16 日英

科目名 曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

61～80 水 19:00～21:10 村松　剛
4月期 4/11～6/27�(5/2休み) 11 61,200円 16309

7月期 7/11～9/26�(8/15休み) 11 61,200円 26309

100 水 19:00～21:10 高橋　郁弥
4月期 4/11～6/27�(5/2休み) 11 61,200円 16602

7月期 7/11～9/26�(8/15休み) 11 61,200円 26602

リスニング・リーディング・スピーキング・ライティングを総合的に学習。各スキルを強化しながら、質の高い解答を生み出す英語
力を鍛えます。
解説は、日本語と英語の両方で行います。

●� �リスニング・リーディング� �
テキストの問題を実際に解きながら、TOEFL的な「癖」や「傾向」を見極めたり、正解をつぶさに見出せる「勘」や「コツ」を
身につけます。

●� �スピーキング・ライティング� �
解答の「ひな形」となるスクリプトを作成します。スピーキングは、受講生の解答スピーチを評価・指導します。ライティング
は、受講生の英文エッセイをタイムリーに添削します。

（学費には添削料が含まれています。）

使用教材：　
iBTテスト61～80�●�Longman�Preparation�Course� for� the�TOEFL� iBT�Test,�Student�Book�with�MyLab�

Access�and�Mp3�Audio�and�Answer�Key,�3rd�Ed.�(Pearson�Education)
iBTテスト100　� �●Barron’s�TOEFL�iBT,�15th�Ed.�(Paperback�with�10�Audio�CDs)�(Barron’s)�

　

検
定
試
験
対
策



- 77 -

■IELTS対策� （平日夜間）
� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

IELTS�ターゲット　6.0・6.5 IELTS�6.0�（中級1　TOEIC600点～）　
IELTS�6.5�（中級2　TOEIC700点～）　 16 日英

科目名 曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

ターゲット�
6.0 火 19:00～21:10 高橋　郁弥

4月期 4/10～6/26�(5/1休み) 11 61,200円 16414*

7月期 7/10～9/25�(8/14休み) 11 61,200円 26414*

ターゲット�
6.5 木 19:00～21:10 Amis�Chen

4月期 4/12～6/28�(5/3休み) 11 61,200円 16508*

7月期 7/12～9/27�(8/16休み) 11 61,200円 26508*

IELTSテストを構成するすべての科目を集中的に学習し、テストの全体像と攻略ポイントを学びます。

リスニング:
解答率を上げるためのリスニングのテクニックを学びます。

リーディング:
限られた時間内に問題文を理解し、要点を読み解く訓練を行います。

ライティング:
説得力のある解答文を引き出すためにサンプル文章を学び、文法を見直します。

スピーキング:
最近の出題トピックを学び、慣れる事で、スピーキングテストに望む自信を養います。

(学費には添削料が含まれています。)

使用教材：　2期の受講で教科書を終了します。
ターゲット6.0　●�IELTS�Trainer�Six�Practice�Tests�with�Answers�and�Audio�CDs�(Cambridge�University�

Press)　　
ターゲット6.5　●�Cambridge� IELTS�12�Academic�Student’s�Book�with�Answers�with�Audio:�Authentic�

Examination�Papers�(Cambridge�University�Press)
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■英検対策� （平日昼間・夜間　土曜）
�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

英検1級対策 上級1　TOEIC�800点～ 15 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

火 13:00～15:10 浅尾　文恵
4月期 4/10～6/26�(5/1休み) 11 56,040円 16616

7月期 7/10～9/25�(8/14休み) 11 56,040円 26616

水 19:00～21:10 浅尾　文恵
4月期 4/11～6/27�(5/2休み) 11 56,040円 16619

7月期 7/11～9/26�(8/15休み) 11 56,040円 26619

土 17:20～19:30 浅尾　文恵
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 56,040円 16622

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 56,040円 26622

英検1級合格のための英語を徹底して学ぶことができます。1次試験合格に向けて、最大のポイントとなる語彙、長文読解力、リ
スニング力を強化します。ライティング対策も行います。また、2次試験対策として、論理的に「話す力」を養います。

●語彙：　語彙、イディオム、コロケーションを学ぶ
●長文読解：　英文を正しく読み、速読力を養うために、サイト・トランスレーションのトレーニングを徹底的に行う
●ライティング：　��英文構成力、英作文力を養成する� �

模擬ライティングテストを実施する（添削あり）
●リスニング：　��シャドーイング練習により、リスニング力を強化する� �

リテンション練習により、長文リスニングの理解力を鍛える
●英語のイメージ力強化のための多読、リスニング力強化のためのDVD学習の宿題

使用教材：　
●英検1級過去6回全問題集〈2018年〉�(旺文社)　
●英検1級過去6回全問題集〈2018年〉�CD�(旺文社)　　　　
●DUO�3.0�(アイシーピー)　　　　
●DUO�3.0/CD復習用�(アイシーピー)　　　　
※別途視聴覚教材として各自、DVDをご購入いただきます。（詳細は初回授業時に講師より説明します。）
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■国連英検対策� （日曜）
�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

国連英検特A級対策 上級1　TOEIC800点～ 15 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

日 14:40～16:50 浅尾　文恵
4月期 4/8～6/24�(4/29休み) 11 56,040円 16628

7月期 7/8～9/16�(8/12休み) 10 51,000円 26628

国際人としては常識的な世界の問題―グローバリゼーション、アラブの春、テロ問題など、現代世界における出来事の知識を英
文読解を通して身につけます。またサイト・トランスレーションによる英文の読み方を学ぶことで、時事問題を中心とする新聞、雑
誌（The�New�York�Times紙、Time誌など）が読みやすくなります。

●授業内容
　1.�リーディング：サイト・トランスレーションを用いて正確に読む
　2.�指定テキストにより国連、世界の動きの知識を深める
　3.�時事英語語彙力強化
　4.�時事英語文法・構文力強化
　5.�ライティング：国連の働きに対する理解を深め、自分の意見を正しく表現する力を養成する（添削あり）

●宿題
テキスト【わかりやすい国連の活動と世界＜改訂版＞―国連英検指定テキスト】をすべて読むことが条件となっています。
テキストの予習、復習、洋書多読が必須となります。

検定試験対策のクラスですが、自分の英語力の強化、国際政治・経済についての知識の強化にともない、読解力を強化、自分の
意見を正しく表現する英作文力を養い、時事英語の読み方を身につけたい方に最適のクラスです。

使用教材：　
●国連英検過去問題集�特A級�2015/2016年度実施�(三修社)　　　　
●テーマ別時事英単語集�(三修社)　　　　
●国連英検特A級・A級対策�(三修社)
●わかりやすい国連の活動と世界＜改訂版＞―国連英検指定テキスト�(三修社)　　　　　



- 80 -

■スピーキングテスト対策� （平日夜間）
� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

スピーキングテスト対策　中級1� 中級1　TOEIC600点～ 10 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

金 19:00～21:10 村松　剛
4月期 4/13～6/29�(5/4休み) 11 55,440円 16417*

7月期 7/13～9/21 11 55,440円 26417*

TOEFL�iBT�Independent�Speaking�Task、IELTS�Speaking�Test�Part�1、2、3のスコアアップを図ります。
論理的なスピーキング能力を強化したい方にも有効です。

特徴
●� 与えられたトピックに対し、制限時間内で意見をまとめ、論理的にわかりやすく話すスキルを習得します。
●� 留学先でアカデミックな成果をあげる、またビジネスでの成功にも欠かせない論理思考を鍛えます。
●� クイックリスポンススキルを向上させます。
●� 使える語彙・表現・構文を拡充します。
●� 英検1級・準1級・2級2次面接、TOEIC�Speaking�&�Writing�Testsのspeakingパート対策としても有効です。

スピーチ練習の流れ

フィードバックを
受ける

フィードバックを
受ける

再度スピーチに
トライ、改善を図るスピーチにトライ

問題形式ごとの
回答パターンを

学習

使用教材：　��4期の受講で教科書を終了します。� �
●英語で話す力。�(三修社)�
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通訳者養成
受講スコア目安：

TOEICテスト700 TOEICテスト800 TOEICテスト900

通訳メソッド活用コース（試験なし）

英語力養成

レベル1 レベル2 レベル3

選択科目 （試験なし）

TOEICテスト700点～　（科目により異なる）

■通訳者養成プログラム
特色

● プロフェッショナルとしての通訳者養成から上級英語の学習、特定の通訳スキルの強化、通訳メソッドに
よる英語力の底上げまでをカバーします。

● ３～6ヵ月単位で継続して学習できるコース構成となっています。
● クラスの人数は学期／科目ごとに異なります。

コース・科目構成

コース・科目 授業内容 ページ

●�通訳メソッド活用コース 通訳の訓練方法を通し、英語力を底上げ強化します。また、通訳コース履修の
基礎を作ります。 83

●通訳コース プロフェッショナルとしての通訳者を養成します。また、通訳訓練を通し、�
上級の英語力を強化します。 85

●選択科目 サイト・トランスレーション、逐次通訳等の通訳スキルを個別に強化します。 88
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プログラム
受講スコア目安：

TOEICテスト700 TOEICテスト800 TOEICテスト900

通訳コース（試験あり）

通訳基礎力養成 通訳実践力養成

レベル1 レベル2 レベル3

選択科目 （試験なし）

TOEICテスト700点～　（科目により異なる）

U-35割
35歳以下支援　10%割引対象！

詳細は137ページをご覧ください。
2018年7月期まで。
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通訳者養成プログラム

通訳メソッド活用コース
（昼／夜／土／日、３ヵ月、週１日、140分）

通訳者養成プログラム
受講スコア目安：

TOEICテスト700 TOEICテスト800 TOEICテスト900

通訳メソッド活用コース（試験なし）

英語力養成

レベル1 レベル2 レベル3

通訳コース（試験あり）

通訳基礎力養成 通訳実践力養成

レベル1 レベル2 レベル3

選択科目（試験なし）

TOEICテスト700点～　（科目により異なる）

このような方におすすめ！
・�英語の聴き込みを中心とした訓練により英語
の理解力を高めたい方

・�本格的な通訳訓練をしていく上で必要となる
考え方や技術を身につけたい方

・�きちんとした英語の表現ができるようになり
たい方

シャドーイングやリピーティングといった通訳メソッドを使って英語力を高め、本格的な通訳訓練を始める前
の基礎力を養成します。

3つのレベルがあり、ご自身の英語力にあわせてご受講できます。
レベル1〜3へと段階的に継続して受講することができます。
レベル3終了後は通訳コースへの進級をお奨めします。

＊各レベルの目標

レベル1
ネイティブの英語のスピードに慣れる。様々なアクセントの英語を聴きとれるようになり、
英語の語彙、フレーズを身につける。

レベル2
簡単な逐次通訳を通じてノート・テイキングをする習慣を身につける。簡単な英日および日
英の訳ができるようになる。

レベル3
簡単で短い単位の英日および日英逐次通訳ができるようになる。正確な日英通訳のため
の文法項目の総復習をする。

＊各レベルで扱う主な内容

レベル1 シャドーイング、リピーティング、頭ごなし訳、クイック・リスポンス、リーディング＆要約

レベル2
シャドーイング、クイック・リスポンス、英日・日英逐次通訳、英日・日英サイト・トランスレー
ション、リテンション、ノート・テイキング、リーディング

レベル3
英日・日英逐次通訳、英日・日英サイト・トランスレーション、日英通訳のための文法・構文確
認・英作文、シャドーイング

U-35割
35歳以下支援　10%割引対象！

詳細は137ページをご覧ください。
2018年7月期まで。
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科目案内
�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

通訳メソッド活用コース　レベル1 中級2　TOEIC�700点～ 12 日英

科目名 曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

夜間�
クラス 金 19:00～21:30 Reibi�Kim

4月期 4/13～6/22�(5/4休み) 10 74,800円 12523

7月期 7/13～9/14 10 74,800円 22523

土曜�
クラス 土 10:00～12:30 Reibi�Kim�&�

Kenneth�Sagawa
4月期 4/14～6/23�(5/5休み) 10 74,800円 12526

7月期 7/14～9/22�(8/11休み) 10 74,800円 22526

プレゼンテーション・スピーチなどを題材にし、シャドーイング、リピーティング、頭ごなし訳をすることでリスニング力、発音、語彙
の向上を図り、英語の理解力を高めます。

使用教材：　●トレンド日米表現辞典　第4版�(小学館)

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

通訳メソッド活用コース　レベル2 上級1　TOEIC�800点～ 12 日英

科目名 曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

夜間�
クラス 火 19:00～21:30 岡本　恵子

4月期 4/10～6/19�(5/1休み) 10 74,800円 12661

7月期 7/10～9/18�(8/14休み) 10 74,800円 22661

昼間�
クラス 水 10:00～12:30 岡本　恵子

4月期 4/11～6/20�(5/2休み) 10 74,800円 12672

7月期 7/11～9/19�(8/15休み) 10 74,800円 22672

日曜�
クラス 日 10:00～12:30 稲葉　麻里子�&��

高橋　郁弥
4月期 4/8～6/17�(4/29休み) 10 74,800円 12683

7月期 7/8～9/16�(8/12休み) 10 74,800円 22683

レベル1での内容に加え、サイト・トランスレーションや読解を通じてさらに英語理解を深めます。英日・日英の訳出を通じて、日
本語と英語の言語構造や文化の違いについて、より一層鋭敏になることを目指します。

使用教材：　●トレンド日米表現辞典　第4版�(小学館)

� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

通訳メソッド活用コース　レベル3 上級1　TOEIC�850点～ 12 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

日 14:30～17:00 橋本　直也
4月期 4/8～6/17�(4/29休み) 10 74,800円 12691*

7月期 7/8～9/16�(8/12休み) 10 74,800円 22691*

英語のよりよいアウトプットのためのトレーニングを行います。正確な英語のアウトプットの基礎となる文法の復習は宿題でカ
バーします。授業では、日本文化や時事問題に関連するトピックスをその場で英日、日英に訳す訓練をします。

使用教材：　
●�English�Grammar�in�Use,�Book�with�Answers�and�Interactive�eBook:�Self-Study�Reference�and�Practice�

Book�for�Intermediate�Learners�of�English,�4th�Ed.�(Cambridge�University�Press)　
●スピーチの達人に学ぶ！米英リーダーの英語�(コスモピア)

　

通
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通訳者養成プログラム

通訳コース  （夜週２日または土曜週１日、6ヵ月、220分／週）
通訳者養成プログラム

受講スコア目安：
TOEICテスト700 TOEICテスト800 TOEICテスト900

通訳メソッド活用コース（試験なし）

英語力養成

レベル1 レベル2 レベル3

通訳コース（試験あり）

通訳基礎力養成 通訳実践力養成

レベル1 レベル2 レベル3

選択科目（試験なし）

TOEICテスト700点～　（科目により異なる）

このような方におすすめ！
・�通訳者を目指す、または現在の通訳スキルの
レベルアップをしたい方

・�通訳者並みの英語力を習得したい方

逐次通訳、サイト・トランスレーションの訓練を中心に行います。

レベル1〜3に分かれており、実力に応じたクラスを受講しながらスキルアップが図れる構成となっていま
す。クラスはレベル分けテストの結果により決定されます。
レベル1〜2では、正確な訳出ができるような基本的な訓練を行い、レベル3においてはさらに踏み込んだ
実践的な通訳訓練を行います。
コース修了の際には修了証書を授与いたします。

通訳演習をすることで、英語・日本語両方の理解力および表現力を向上させることができます。

通訳・翻訳会社との協力により、成績優秀な方には仕事獲得のサポートをしています（87ページご参照）。

※通常学期の他に年に数回「通訳翻訳セミナー」を開催しています。

＊各レベルの目標

レベル1
基本的な逐次通訳の訓練を通じて、言語の習得のみならず、話者の意図を汲んで訳をする
ことの重要性を知る。

レベル2
レベル１での内容を踏まえ、逐次通訳の訳出の精度をよりあげていく。上級の語彙を習得
する。

レベル3 実践的な逐次通訳および同時通訳ができるようになる。

＊各レベルで扱う主な内容

レベル1

逐次通訳、サイト・トランスレーション、語彙解説。

レベル2

レベル3 パフォーマンスに重点をおいた逐次および同時通訳の訓練。
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コース概要

開講月 4月、10月

申込方法 レベル分けテストを実施します（募集要項の135、136ページご参照）。

履修期間
6ヵ月（20週）
6ヵ月ごとに継続して履修できます。各レベルの履修期間の目安は1～2学期です。

授業時限数 40時限/6ヵ月（1時限110分）

授業日・
授業時間帯

夜間クラス 火・木（週2日） 19：00～21：00

土曜クラス 土曜日（週1日） 13：30～17：40

授業日程・
コード番号

学期 授業日程 コード番号

� 4月期
2018年4月10日（火）～2018年9月15日（土）
休み：5/1～5/5、6/26～6/30、8/11～8/16

火・木 12130

土曜 12160

10月期
2018年10月9日（火）～2019年3月16日（土）
休み：11/3、12/18～12/20、12/25～1/5

火・木 32130

土曜 32160

レベル
TOEICテスト900点程度以上
上記英語力の他、広い一般教養や大学の学部以上に相当する専門知識が必要です。

定員/
クラス編成

1クラス平均6～12名、最大12名、各期3～4クラス編成。
（クラスの人数、クラス編成は学期ごとに異なります）

講師
ベテランの通訳者、翻訳者などそれぞれの分野でのエキスパート約6名
（うち英語を母語とする者約2名）

使用言語 日本語および英語

学費

新規受講者 228,000円 各期、前半・後半の分納が可能です。
ご希望の方は事務局までお申し出ください。継続受講者 218,000円

学費は消費税込の金額です。

教材費 ありません（主にプリント教材を使用します）。

U-35割
35歳以下支援　10%割引対象！

詳細は137ページをご覧ください。
2018年4月期まで。
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受講曜日と設置レベル
難易度別に３つのレベルに分かれており、受講レベルは、通訳コースレベル分けテストの結果により決定さ
れますが、あらかじめ火・木クラス、または土曜クラスから受講するクラスを選択の上、お申込みください。

受講クラス 設置レベル

火・木クラス（19：00～21：00） レベル１ レベル２ レベル３

土曜クラス（13：30～17：40） レベル１ レベル２ レベル３

※�基本は3レベル設定ですが、申込者数によっては、開講されないレベルがあります。あらかじめご了承ください。また、同一レベルに複
数のクラスが成立する場合もあります。

通訳能力の獲得まで
通訳訓練の
前提となる
基礎力（入学前）

●上級英語力
●政治、経済、経営、科学技術、法律などの幅広い一般教養、知識

通訳コースでの
通訳訓練

●逐次／同時通訳演習、サイト・トランスレーションなどの訓練
●さまざまな分野に関する英語と日本語両方による語彙や知識の習得
●通訳・翻訳訓練を通し、論理的な思考力を強化

通訳能力の獲得

●高度な英語の運用能力（語彙、文法、発声、発音、流暢さ）
●日本語・英語での説得力ある話法（間合い、発声）
●話し手の要点と論理構成を迅速に肥握する能力
●英語と日本語の迅速な置換技術

キャリアサポート
当学院は複数の通訳・翻訳会社と協力関係にあり、通訳コースの成績優秀な方に対して仕事獲得のサポート
を行っています。また、通訳コースで受注する通訳・翻訳依頼の中から、受講者のレベルにあった業務を紹介
しています。

主な協力会社一覧（50音順）
有限会社アート・オブ・コミュニケーションズ�
（代表者　渕上美智子氏）
株式会社コミュニケーターズ�
（代表者　平岡貴子氏）
株式会社コングレ�
（代表者　武内紀子氏）
株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ�
（代表者　武内紀子氏）
株式会社シームレス通訳サービス�
（代表者　千田浩子氏）

日本コンベンションサービス株式会社�
（代表者　近浪弘武氏）
株式会社バイリンガル・グループ�
（代表者　郷農彬子氏）
株式会社プライムコーポレーション�
（代表者　武部恭枝氏）
株式会社ユニカルインターナショナル�
（代表者　佐々木かをり氏）
など
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通訳者養成プログラム

選択科目
（昼／夜／土、3ヵ月、週1日、90～120分）

通訳者養成プログラム
受講スコア目安：

TOEICテスト700 TOEICテスト800 TOEICテスト900

通訳メソッド活用コース（試験なし）

英語力養成

レベル1 レベル2 レベル3

通訳コース（試験あり）

通訳基礎力養成 通訳実践力養成

レベル1 レベル2 レベル3

選択科目（試験なし）

TOEICテスト700点～　（科目により異なる）

●�週1日、3ヵ月の期間で、TOEICテスト700点以上の方を対象に開講します。

科目案内
�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

アテンド・社内通訳養成　中級2� 中級2　TOEIC�700点～ 14 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

水 19:00～21:00 岡本　恵子
4月期 4/11～6/27�(5/2休み) 11 56,540円 12506

7月期 7/11～9/26�(8/15休み) 11 56,540円 22506

土 10:30～12:30 岡本　恵子
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 56,540円 12508

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 56,540円 22508

アテンド・社内通訳のニーズは業界を問わず、増加の一途をたどっています。いざという時、自信を持って実力を発揮できるよう、
通訳トレーニングメソッドを用いて繰り返し練習をし、強固なリスニング力・スピーキング力を身につけます。
テキストはダイアローグ形式で、外国人が不思議に思う日本人の日常についての様々なトピックに触れ、適切な語彙・表現をナ
チュラル・スピードの会話を通して身につけます。スモールトークの強化にもつながります。
また、ビジネス・シーンに必要な表現を瞬時に日英変換する事ができるような通訳力も、トレーニングを重ねて習得していきま
す。

授業の内容：
●�ダイアローグの習得�

聴き取り→語彙・表現の確認→シャドーイング→スラッシュ・リスニング→英日変換�
→表現の徹底的な音読練習（オーバーラッピング・シャドーイング）→日英変換

●�瞬時の日英変換力�
日本語のフレーズ→英訳→模範訳のリテンション→自動化

使用教材：　��2期の受講で教科書を終了します。
●英語で伝えたいいつもの日本�(DHC)�(昨年度と異なる書籍を使用します)
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U-35割 35歳以下支援　10%割引対象！
詳細は137ページをご覧ください。
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� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

日英翻訳・通訳演習　上級1� 上級1　TOEIC�800点～ 10 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

金 19:00～20:30 橋本　直也
4月期 4/13～6/22�(5/4休み) 10 42,100円 12603*

7月期 7/13～9/21�(8/17休み) 10 42,100円 22603*

文法・文章スタイル・語彙を「フルに活用して」パンチの利いた英語表現力・文章力を習得しよう！

英語のネイティブスピーカーが使う頻度の高い語彙・文章スタイルを学びながら、それを幅広い分野に適用して時事英語力を増
強し、インパクトと躍動感のある表現力・文章力に活かしていきます。学んだ文法・文章スタイル・語彙を使用して、さまざまな表
現を即時に英語に置き換える練習を重ね、上級の流暢な英語発信力を強化します。さらに、毎回宿題として、学んだ内容を応用
して自分で任意の文章を作成し、それをクラス内で検討・添削します。これらの練習を繰り返すことにより、いかに読み手・聞き手
に「刺激を与えるパンチの利いた表現」で瞬時に伝えるかということを訓練し、バラエティーに富み効果的な実践英語力を磨い
ていきます。
教科書は説明→例文→練習のパターンにより、学習内容を定着させながら進めるという、使いやすいワークブック形式で、ビジ
ネス、留学、資格試験、受験対策と分野を問わず要求される上級レベルの英語表現力・文章力を強化します。社内外での翻訳・通
訳業務を行う／目指す方には必須のコースです。

テキストは複数の学期に渡って習得しますが、学期ごとの受講もできます。

英語表現力・文章力強化プロセス
　↓英文を構築する上で有効な「語彙」、「文章スタイル」を把握
　↓徹底した短文単位の即英訳練習により、把握した項目を定着
　↓宿題として、把握した項目を応用して自分で作成した英文を、クラス内で添削
　↓時事英語に強く、パンチの利いた上級レベルの表現力・文章力を習得

使用教材：　●�Grammar-Writing�Connections:�Mastering�Structure�for� Improved�Writing�(The�University�of�
Michigan�Press)

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

通訳演習�
（逐次・同時通訳・サイトラ）　上級2

上級2　TOEIC900点～ 15 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

金 19:00～21:00 通訳コース講師　
4月期 4/13～6/29�(5/4休み) 11 56,540円 12714

7月期 7/13～9/21 11 56,540円 22714

通訳および通訳訓練の経験がある方を対象に、逐次通訳・同時通訳（英語↔︎日本語）、及びサイトラ（日本語↔︎英語）の訓練を行
い、日英両方の語学力を増強します。プロの通訳・翻訳者として豊富な経験をもつ当学院通訳コース講師3〜4名が交代で通訳・
サイトラを逐一指導します。
基本的に、授業では一日完結の教材を使用します。（一部継続使用あり。）
担当予定講師のスケジュールは、月毎に教室でお知らせします。

使用教材：　プリント教材を講師より配付
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�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

通訳案内士のための英語力養成　�
上級2�

上級2　TOEIC900点～ 15 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

金 16:00～18:10 浅尾　文恵
4月期 4/13～6/29�(5/4休み) 11 65,010円 12719

7月期 7/13～9/21 11 65,010円 22719

通訳案内士(英語)合格のため、または、通訳案内士となられた方、ボランティア通訳をされている方の英語を徹底して学ぶこと
ができます。通訳案内士受験生、また日本の観光についてお仕事をなさっている方にもっとも必要なのは、日本文化についての
知識です。日本文化についての知識を深める一方で英語力も強化します。
�
●�ライティング� �

英文構成力、英作文力を養成する� �
模擬ライティングテストを実施する（添削あり）

●�リスニング� �
シャドーイング練習により、リスニング力を強化する� �
リテンション練習により、長文リスニングの理解力を鍛える

●�英語のイメージ力強化のための多読、リスニング力強化のためのDVD学習の宿題

（学費には添削料が含まれています。)

使用教材：　
●英語で説明する日本の観光名所100選�改訂第2版�(語研)　　　　
●英語で説明する日本の文化�必須表現グループ100�(語研)　　　　
●英語で説明する日本の文化�(語研)　�
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海外のビジネスパースンや行政府、国際機関職員との交渉および信頼関係の構築には英語力、専門分野の
知識に加え、歴史、哲学、芸術、文学、フランス語、ドイツ語などの英語以外の言語などの国際教養を身につけ
ていることが大変役立ちます。当講座はこれら３つを兼ね備えた真のグローバル人材の育成を目的として、
1973年に設立されました。

特色

●�国際政治経済、ビジネス、コミュニケーションなどの実用的な分野をはじめ、歴史、哲学、芸術、文学などの
文化教養を学際的に学びます。

●�これらの分野の学習を通し、国際的な場で通用する上級の英語力を習得します。
●�講師は大学教授、弁護士、国際企業の実務家、語学教育の専門家など各分野のエキスパートです。
●�海外大学院への留学準備や、MAやMBA取得後の継続的な学習に最適です。
●�使用言語は英語、日本語、フランス語で科目ごとに異なります。

主な講座例

国際政治経済
●上級時事英文購読（国際政治・経済）
　Advanced�Readings�in�Contemporary�Topics
●米中独三大経済大国による世界支配
　World�Dominationl�by�Three�Economic�Powers:�The�U.S.,�China�and�Germany

米国・欧州研究
●第二次大戦と米国
　The�World�War�Ⅱ�and�the�U.S.A.�
●現代アメリカ社会の問題
　Social�Issues�in�America
●米国史入門講座
　Introduction�to�American�History
●仏独関係史
　La�couple�franco-allemand

ビジネスマネジメント
●ビジネス・ケーススタディ
　Business�Trends�&�Issues
●金融経済英語演習
　Financial�English�Seminar
●ビジネスリーダーの思考技術を学ぶ
　Critical�Thinking

グローバル・コミュニケーション
●国際機関職員のための上級ライティング
　Advanced�Writing�for�International�Organizations�and�Cooperation
●読み手に伝わる英文の書き方
　Effective�Writing�Styles

人文学・社会科学
●我々は実際、何を心配すべきか？
　What�Should�We�be�Worried�about?

※講座は学期ごとに変わることがあります。

グローバル人材育成プログラム

国際教養講座�School�of�International�Studies�-SIS-
（早朝／昼／夜／土／日、3ヵ月、週1日～、80～150分）
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講座概要

開講月 4月、7月、10月、1月
申込方法 申込順の受付となります。
履修期間 3ヵ月（3～10週）
授業時限数 3～10時限（1時限90～150分）
授業日・時間帯 月～金（昼／夜）および土／日、週1日より選択の上、受講します。
授業日程 4月期 2018年4月7日（土）～6月30日（土）�

休み：4/29～5/5
7月期 2018年7月7日（土）～9月26日（水）�

休み：7/16、8/11～8/16、9/17、9/23、9/24
10月期 2018年10月5日（金）～12月22日（土）�

休み：10/8、11/3、11/23
1月期 2019年1月6日（日）～3月25日（月）�

休み：1/14、2/11、3/21
レベル 科目により異なります。各科目の該当欄をご参照ください。

定員 1クラス15名程度まで
※クラスの人数は学科／科目ごとに異なりますが、3～7名程度となります。

講師 大学教授、弁護士、国際企業の実務家、語学教育の専門家など。
使用言語 英語、日本語、他
学費 約25,000円～68,000円

学費は消費税込みの金額です。
教材費 科目により異なります。（最高8,000円程度）

行天　豊雄氏による特別講座

日本を代表する国際通貨の専門家である行天豊雄氏による必聴の特別講座です。
内容については別途ご案内いたします。ホームページ、リーフレットにてご確認ください。

●行天　豊雄氏プロフィール
元大蔵省財務官、元東京銀行会長、現国際通貨研究所名誉顧問、当振興会理事。
米国ハーバード大学、プリンストン大学客員教授。
東京大学経済学部卒、プリンストン大学大学院社会経済学部留学。
著書：『「円」はどこへ行くのかー体験的為替論』（講談社）、� �

『行天豊雄が語る国際金融道』(朝日新聞社)、� �
『日本経済の視座』（光文社）など多数。

●�過去に取り上げた内容：� �
「世界通貨制度の検証」� �
「日本と世界�-時事問題を語り合う-　日中関係を論じる」� �
「日本と世界�-時事問題を語り合う-　2018年の世界経済と日本」

U-35割 35歳以下支援　20%割引対象！
詳細は137ページをご覧ください。
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科目一覧表（分野別）

受講期間は3カ月です。中途受講が可能です。

●ビジネス ・ マネジメント
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

ビジネスリーダーの思考技術を学ぶ 上級1 Joe Hug 土 14:00～15:30
4月期 10 55664

95
7月期 10 55673

New 上級時事英文講読　グローバル時代の異文化国際経営
論

上級1 瀬藤　澄彦 土 11:00～13:00
4月期 5 55677

96
7月期 5 55679

New 国際経営戦略入門 上級1 瀬藤　澄彦 水 19:00～21:00
4月期 5 55680

96
7月期 5 55684

●人文学 ・社会科学
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

未来予想図 中級2 Phil Stilwell 月 19：45～21:55
4月期 10 50552

97
7月期 9 50559

●グローバル ・ コミュニケーション
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

国際機関職員のための上級ライティング 中級2 Thomas Meyer 土 10:30～12:40
4月期 10 50566

98
7月期 10 50570

New スタンダードジャズ・懐かしの洋楽ポップスの歌詞に見る
英語表現

初級2 松崎　浩 土 14:00～15:40
4月期 10 55350

99
7月期 10 55359

グローバルであるための日本人 中級2 松崎　浩 土 16:00～17:40
4月期 10 50562

99
7月期 10 50568

総合上級英語 上級2

大井　孝 土 15:45～17:45
4月期 8 55730

100
7月期 8 55737

大井　孝 日 13:30～16:10
4月期 5 55734

100
7月期 5 55741

上級和文英訳練習 上級2

大井　孝 水 19:20～21:00
4月期 6 55736

101
7月期 6 55739

大井　孝 土 11:00～13:00
4月期 6 55743

101
7月期 5 55747

●国際政治 ・経済
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

上級時事英文講読（国際政治・経済） 上級1

大井　孝 水 11:00～13:00
4月期 9 58676

102
7月期 9 58681

New 大井　孝 日 13:30～16:10
4月期 5 58684

102
7月期 5 58687
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●米国 ・欧州研究
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

第二次大戦と米国 II 上級1 大井　孝 月 19:20～21:00
4月期 7 58679

103
7月期 7 58682

New 第二次大戦と米国 I 上級1 大井　孝 木 19:20～21:00
4月期 7 58686

103
7月期 7 58691

米国現代政治史—New Dealと米国政治の限界 上級1 大井　孝 火 19:20～21:00
4月期 7 58683

104
7月期 7 58688

米国史入門 中級2 橋本　直也 金 15:00～16:30
4月期 10 59561

104
7月期 10 59565

仏独関係史
仏検 
2級 大井　孝 土 18:00～19:30

4月期 6 57821
105

7月期 6 57824

●英語以外の語学
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

コード
番号

ペ
ー
ジ

フランス語 　文法、読解の徹底学習－ 
動詞の活用を中心に

各
科
目
の
該
当
欄
ご
参
照

浅尾　文恵 火 08:15～10:15
4月期 10 57832

105
7月期 10 57837

浅尾　文恵 月 07:30～08:50
4月期 11 57841

105
7月期 9 57843

シャドーイングでフランス語力強化　 
文法・動詞の活用の復習

浅尾　文恵 木 19:00～21:05
4月期 10 57848

106
7月期 10 57851

フランス語　初級コミュニケーション（文法及び発信力強
化）－英語とフランス語の比較を通じて

高橋　郁弥 木 19:40～21:30
4月期 10 57855

106
7月期 10 57859

フランス語初中級　時事テーマ読解力強化コース 土屋　元 金 19:00～20:30
4月期 7 57862

107
7月期 7 57866

New 英語で学ぶ初めてのドイツ語 Loring Ivanick 土 13:20～15:20
4月期 11 57306

107
7月期 11 57310
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科目案内
■ビジネス・マネジメント� （平日夜間　土曜）
�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

Critical�Thinking�/�
ビジネスリーダーの思考技術を学ぶ

上級1　TOEIC800点～ 10 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

土 14:00～15:30 Joe�Hug
4月期 4/14～6/23�(5/5休み) 10 45,000円 55664

7月期 7/14～9/22�(8/11休み) 10 45,000円 55673

クリティカル・シンキングは、あなたの知的好奇心を刺激し、思考力を高めます！

議論の構築・発表・評価の過程を参加者が実践的に繰り返し、講師からフィードバックを受けます。これにより明確で無駄がなく、
かつ理路整然とした議論を組み立てて、発表（筆記と口頭）することができるようになり、さらにクリティカル（客観的かつ批判
的）に評価できるようになります。クリティカル・シンキングは職場や日々の生活で役立ちます。
すでに上級英語力をお持ちの方の英語コミュニケーション能力をさらに高めるためにもお薦めのコースです。

講座の目的：
·�問題を法則に沿って正しく認識する方法を理解し、演繹的な議論術を習得する
·�証拠と統計の活用法および誤用例を把握する
·�｢相関関係」と「因果関係」の論法を学び、説得力ある議論を行う
·�交渉の場で、反対の立場を明確に示す
·�様々なクリティカル・シンキングスキルを組合せ、ディベートを行う
·�上級ライティング・上級コミュニケーションのための様々な様式を習得する

“We seek to make it intellectually stimulating, motivating, and fun.” 

Welcome�to�the�Advanced�Critical�Analytical�Thinking�course!�Our�primary�objective� in�this�class� is�to�
afford�you�training,�practice,�and�feedback� in�the�construction,�presentation,�and�critical�evaluation�of�
clear,�concise,�and�well-reasoned�arguments.�This�mission�will�be�accomplished�through�both�written�
and�oral�presentation.�Such�critical�thinking�skills�will�assist�you�at�work�as�well�as� in�your�daily� life.�
You�probably�have�a�good�grasp�of�English�already,�and�with�some�critical�thinking�proficiency�you�can�
achieve�further�self-improvement.

Objectives of the course:
·�Understand�proper�problem�formulation�and�deductive�argument
·�Use�evidence�and�statistics�and�recognize�how�they�are�often�misused
·�Appreciate�correlation�vs.�causation�in�order�to�strengthen�arguments
·�Articulate�contrary�positions�in�negotiations
·�Debate�through�collaboration�of�critical�thinking�skills�synthesis�
·�Learn�advanced�writing�and�communication�styles

Skills to Acquire: 
This�Critical�Thinking�course�provides�a�setting�for�students�with�advanced�English�communication�skills�
to�further�develop�the�ability�needed�to�analyze�complex� issues�and�make�forceful�and�well-grounded�
arguments� in�daily� life�and�specifically� in�a�business�context.�Participants�will�continuously�analyze,�
write�about,�and�debate�set�topics�that�encompass�the�types�of�problems�people�and�business�leaders�
confront�in�real�life.�This�course�will�enhance�your�ability�to�identify�critical�questions�to�bring�emphasis�
on�developing� reasoned�positions�and�making�sound�and�compelling�arguments� in�order� to�support�
positions�and�decisions.

日々の生活やビジネスシーンにおける複雑な問題について、分析し、論理的な根拠を持って議論するための、より高いレベルの
英語コミュニケーション力を習得するコースです。実生活やビジネスシーンで、ビジネスリーダーが直面する多様な問題につい
て、分析、記述、議論します。本コースを通じて、本質を問う質問を導き出し、適切な立ち位置で、正当かつ説得力のある議論をす
ることができるようになります。

Flow of class:

Discussion/Debate/ 
Presentation Feedback

Lecture

Q & A

※　�Instructor�will� facilitate�discussion�&�presentation�sessions�and�give�appropriate�and� timely�
feedback.

※　This�course�welcomes�repeaters.�継続してのご受講を歓迎します。

使用教材：　プリント教材を講師より配付



- 96 -

　

国
際
教
養
講
座

� *新規科目

科目名 レベル 最大定員使用言語

上級時事英文講読�グローバル時代の異文化国際経
営論�/�Intercultural�Management�Advanced�
Readings�on�contemporary�Topics

上級1　TOEIC800点～ 10 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

土 11:00～13:00 瀬藤　澄彦
4月期 4/14,�4/28,�5/12,�5/26,�6/9 5 27,500円 55677*

7月期 7/7,�7/14,�7/28,�9/8,�9/22 5 27,500円 55679*

異文化経営問題に関する短い専門論文を精読しながら、読解力と上級表現力の増強を目指します。国際経営学者によるコース
です。

4月期は第１章から第5章まで、7月期は第6章から第10章までを講義する予定です。

第1章� � �経営理論の影響を受ける経営モデルの国際比較　異文化経営時代を考える
第2章� � �企業経営組織と文化的な基層が経営風土を決める―米仏独の経営システムの特徴を探る
第3章� � �時間　時間の概念が経営システムの違いに影響する―単層と多層の時間文化比較とグローバル経営システム
第4章� � �序列　序列ヒエラルキー概念の国際比較―フランスは先進国のなかで序列権力指数の高い特異な国
第5章� � �個人主義か集団主義か　個人主義か集団主義かの国際比較〜ホフステッドが行った世界50カ国の個人主義と序列

主義のマトリックス分析
第6章� � �リスク　不確実性やリスクの国際比較〜不安と平静の間で
第7章� � �ジェンダー　異文化経営は男女に関するジェンダー価値観で影響を受ける〜国際比較ランキングから考える
第8章� � �演繹か帰納か　ものの考え方が違う異文化経営〜フランス人、ドイツ人、日本人は演繹的で総合的、米国人、スイス

人は帰納的で分析的世界を3大コミュニケーション文化圏に分類〜フランス人、ドイツ人、日本人は演繹的で総合
的、米国人、スイス人は帰納的で分析的

第9章� � �空間　ビジネス空間とコミュニケーション〜職場の間仕切り、会話の距離、公私の区別、付き合いが国によって違う
第10章� �世界の異文化経営モデルは2つの大きな流れに分ける〜経営学との融合が課題〜� �

買収・合併、企業間の提携も含めた世界的なネットワークを通じた国境を越えるグローバルな競争優位を形成するこ
とが求められる時代　国際的な経営論　これまでその普遍性を売り物にして世界標準を、例えグローバルとローカ
ルという対立軸においても模索することが求められてきた。� �
これに対して異文化価値重視の立場から今、その違いから各国の経営を再検討しようという異文化経営のあり方が
注目を集めようになった。海外駐在員や外国企業との交渉当事者は自分の適応能力・寛容さ・柔軟性などの感覚を発
揮することが求められる。

使用教材：　プリント教材を講師より配付

この講座は録音受講が可能です。また欠席の方には講義の録音をお送りします。
ご希望の方は事務局までお申し出ください。

� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

国際経営戦略入門�/�
Introduction�to�International�
Management�Stratergy

上級1　TOEIC800点～ 10 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

水 19:00～21:00 瀬藤　澄彦
4月期 4/11,�4/25,�5/9,�5/23,�6/6 5 27,500円 55680*

7月期 7/11,�7/25,�9/5,�9/12,�9/19 5 27,500円 55684*

この講座は講義形式のもので、主たる教材は下記の英文テキストの講読ですが、その他の教材も使用します。
戦略論やマーケティングで世界的に有名なP.コトラーが編著した経営戦略論の生粋の重要概念を学びます。

4月期は同書の第1章「Strategy�and�Staretegic�Management:�a�first�basic�Understading」から始め、第1章から第
2章を中心に取り扱います。戦略の意味、語源、定義、基本的な戦略モデル、などを学びます。
この教科書の他に、関連の英文参考書からの抜粋を使用します。
7月期については後日お知らせいたします。

使用教材：　The�Quintessence�of�Strategic�Management�(Springer社)

この講座は録音受講が可能です。また欠席の方には講義の録音をお送りします。
ご希望の方は事務局までお申し出ください。
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■人文学・社会科学� （平日夜間）
�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

The�Shape�of�the�Future�/�
未来予想図

中級2　TOEIC�700点～ 10 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

月 19:45～21:55 Phil�Stilwell
4月期 4/9～6/18�（4/30休み） 10 60,000円 50552

7月期 7/9～9/10�（7/16休み） 9 54,000円 50559

グローバルに活躍する人材にとって必須の「情報感度」「論理的に未来を予測する力」をブラッシュ・アップするコースです。科学・
医療技術の進歩は益々加速し、私たちの生活は劇的に変わろうとしています。将来の社会・仕事・ライフスタイルを見通すに当た
り鍵となる10個のトピックスを取り上げ、分析的に考え、来るべき未来に向けて何をすべきか議論します。

Introduction: 
Our� lives�are�changing�at�an�accelerating� rate.�The�advances� in�science�and�medicine�are�solving�
many�problems,�and�creating�many�new�opportunities�for�humans.�However,�there�are�many�ethical�and�
practical�questions�related�to�these�new�advances.�And�these�advances�may�also�create�an�entire�new�
set�of�unexpected�problems.�

What�shape�will� the� future�have,�can�we�mold� its�shape,�and�how�can�we�ensure�a� future� that� is�
satisfying�to�all?�This�course�will�address�these�questions�through�the�methods�of�critical�thinking.

Topics: 
1)�What�is�Futurism?
2)�Medicine�(longevity｜pain�&�pleasure�control｜personalized�medicine｜childbirth�&�fetus�screening)
3)�Material�science�(3D�printing｜housing｜weapons｜desalination)
4)�Transportation�&�logistics�(travel�trends｜space�exploration｜self-driving�cars｜delivery�drones)
5)�Robotization�&�artificial�intelligence�(job�loss｜emerging�markets｜smart�houses｜risks)
6)�Economics�(cryptocurrencies｜wage�gap｜guaranteed�income｜job�markets｜retirement)
7)�Augmented�reality�(health�effects｜intellectual�effects｜psychological�effects)
8)�Politics�&�society�(demographic�recomposition｜redefinition�of�the�state｜ideological�effects)
9)�Communication�&�psychology�(digital�relationships｜sexuality｜redefinition�of�the�family)
10)�Augmented�humanity�(cyborgs｜chimeras｜brain-machine�interface)

Objectives: 
During�this�course,�students�will�learn�to...��
1)�skeptically�assess�claims�about�the�future.�
2)�identify�barriers�to�future�advances�in�medicine�and�technology.�
3)�identify�the�potential�applications�of�future�technologies.�
4)�identify�potential�dangers�in�our�future,�and�offer�viable�solutions.
5)�coherently�present�their�own�forecasts�and�opinions.

Methods: 
Students�will�prepare�by�reading�assigned�materials.�There�will�be�both�group�work,�and�a�chance�for�
each�student�to�present�their�own�perspectives�and�opinions�on�various�topics.

使用教材：　プリント教材を講師より配付
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■グローバル・コミュニケーション� （平日夜間　土曜・日曜）

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

Advanced�Writing�for�International�
Organizations�and�Cooperation�/�
国際機関職員のための上級ライティング

中級2　TOEIC�700点～ 10 英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

土 10:30～12:40 Thomas�Meyer
4月期 4/14～6/23�（5/5休み） 10 63,000円 50566

7月期 7/14～9/22�（8/11休み） 10 63,000円 50570

国際機関やNPO／NGOの業務で必要なキャンペーン・レター、プレス・リリース、予算プロポーザルなど、多様な目的と機能に適
した英文の書き方を学習します。

将来、国際機関、NPO／NGOで働きたい方、国際関係論、政治、法律等を学んでいる方、そしてインパクトのある英語のライ
ティング・スキルを磨きたい方を対象としています。

This�is�an�advanced�writing�skills�course.�In�this�course�you�will�learn�paragraph�and�sentence�structure;�
logical�writing�structure;�paraphrasing;�and�summarizing/synthesizing�various�source�materials� into�
a�cohesive�written�whole.� In�particular,�the�course�will�cover�writing�styles�and�formats�necessary�for�
persons�working�for�organizations�with�an�international�dimension:�formal/campaign�letters,�fact�sheets,�
press� releases,� report�writing� including� field� reports�and�meeting�minutes,�grant/budget�proposals,�
e-mail�and�written�formats�for� international�organizations.� It� is�specifically�aimed�for�persons�who�wish�
to�work� in�non-governmental�organizations,� international�or�multinational�organizations,�organizations�
with�an� international�purpose�or�orientation,�as�well�as�persons�who�wish�to�attend�graduate�school�
in� international� relations,�developments�studies,� law,�politics,�economics�or�sociology.�Other�persons�
interested�in�these�issues�or�improving�writing�skills�are�welcome�to�attend.

This�course�is�designed�for�those�persons�who�have�upper-intermediate,�advanced�level�of�English�ability�
and�who�wish�to�improve�their�writing�skills�for�producing�professional�English�language�documents�and�
materials.

It� is�a�multi-skill�writing�course�utilizing�diverse�global� issues�for�content.�After�a� review�of�materials�
concerning�a�particular� issue,�the�class�will� focus�on�different�methods,�styles�and�formats�to�write�
about�these�issues.�There�will�be�weekly�reading�and�writing�assignments�as�well�as�class�discussion.�
The�topics�selected�for�this�course�reflect� issues�of�current� international� interest.�Prior�knowledge�of�
these�issues�is�not�necessary�to�join�the�class�as�the�focus�is�improving�writing�skills.

（学費には添削料が含まれています。）

使用教材：　プリント教材を講師より配付
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� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

スタンダードジャズ・懐かしの洋楽ポップスの歌詞に
見る英語表現�/�Phrases/Expressions�Found�
in�Standard�Jazz/Oldies

初級2　TOEIC�500点～ 10 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

土 14:00～15:40 松崎　浩
4月期 4/7～6/23�（5/5、5/12休み） 10 50,000円 55350*

7月期 7/7～9/22�（8/11、9/15休み） 10 50,000円 55359*

数あるジャズ・洋楽の名曲には人生・愛・夢等を語る感動的な、心に響く歌詞が多く含まれます。また、その歌詞にはそれぞれの時
代の文化・歴史などが反映されています。このコースでは曲を鑑賞しながら、歌詞を検証・理解し、グローバル・コミュニケーション
ツールとしての英語表現のスキル向上に役立てます。

例：���｢Smile」（チャップリン作曲）から：� �
Smile,�what’s�the�use�of�crying?�（微笑みなさい、泣いていてもしょうがない）�
You’ll�find�that�life�is�still�worthwhile　（人生まだ捨てたものじゃないよ）�
If�you�just�smile.�（微笑んでさえいれば）�
→「what’s�the�use�of�〜ing」や「worthwhile」など、グローバル・コミュニケーション上有効な表現・語彙

講座の目的：
1.� �毎回選曲した音楽の歌詞を理解し、参考になるphraseを使用した例文を検証することにより、より良いコミュニケー

ションのための表現方法を習得
2.�Listeningスキルの向上もめざす
3.�歌詞に現れた状況から、日本と異なる文化・歴史・社会習慣などの理解を深める

コースの流れ：
第1週　　��自己紹介・講座内容趣旨・「Global人財の資質とは」
第2〜9週� 毎回Frank�Sinatra、Nat�King�Cole、Elvis�Presley、Perry�Come、Ella�Fitzgerald、Pat�Boone、
　　　　� �Tony�Bennett等の歌ったスタンダードジャズやアメリカンポップスの名曲・歌詞の優れた曲を取り上げ、
　　　　� �その歌詞の内容を検証・説明し、参考になる表現方法を会得する。
第10週��Wrap�up

使用教材：　プリント教材を講師より配付。CD多数使用。

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

グローバルであるための日本人�/�
Being�“Glocal”

中級2　TOEIC�700点～ 10 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

土 16:00～17:40 松崎　浩
4月期 4/7～6/23�（5/5、5/12休み） 10 50,000円 50562

7月期 7/7～9/22�（8/11、9/15休み） 10 50,000円 50568

日本人のグローバル人財育成が求められていますが、そもそも自分の「根っこ＝identity」が無い限りGlobalな人財にはなりえ
ません。グローバル舞台において日本人として意外に把握できていない「日本とは？」について改めて理解を深め、グローバル
に発信できるスキル向上を目指します。

講座の目的：
1.�日本に関する様々な分野につき英語を通じて検証・理解し、世界に向けて英語を「ツール」として発信できる力を習得
2.�日本に関する題材を「英語で」理解する過程で、reading、writing、speaking、listening各スキルの向上を目指す
3.�Global舞台の中にある日本の立ち位置を認識し、日本人として何ができるかを考える�

取り上げるトピック：
日本の文化・地理・歴史・社会等

第1週� �自己紹介・講座内容趣旨・「Global人財の資質とは」
第2週� �日本の全体像
第3週� �「日本の誇れるところ」（受講者からの英文エッセイの解析・討議・コメント）-1
第4週� �「日本の誇れるところ」（受講者からの英文エッセイの解析・討議・コメント）-2
第5週� �和食文化
第6週� �社会生活・習慣
第7週� �文化・伝統
第8週� �社会制度�
第9週� �日本人の心
第10週�Wrap-up

使用教材：　●英語で日本を説明できますか？�(三修社)�その他補助教材として、講師よりプリント教材を配付。
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�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

総合上級英語�/
Learning�a�Higher�Level�of�English�as�
Used�in�International�Studies

上級2　TOEIC�900点～ 15 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

土 15:45～17:45 大井　孝
4月期 4/7,�4/14,�4/28,�5/12,�

5/19,�5/26,�6/9,�6/23 8 44,000円 55730

7月期 7/14,�7/21,�7/28,�8/18,�
8/25,�9/8,�9/15,�9/22 8 44,000円 55737

日 13:30～16:10 大井　孝
4月期 4/15,�5/13,�5/27,�6/10,�

6/24 5 37,500円 55734

7月期 7/8,�7/22,�8/5,�8/26,�9/9 5 37,500円 55741

上級英語の習得には、まず上級英語の文章読解と音声の聴き取り、つまりinputが先行すべきです。最初にinputがあり、次にそ
れの応用でのoutputがあります。また、inputの段階では、機械的に英語の語句や表現を覚えようとしてもできません。内容に
面白い情報が付いてくるようなinputだけが記憶に残ります。Outputを強化するためには、まず第一にinputの強化、特に、上
級英文テキストの大量の読解練習が不可欠です。それによって上級英語の受信発信装置が作られます。上級英文とは英米の知
識人向けに書かれた英文のことです。単語や字句だけを覚えるのではなく、文章とその内容を一緒に覚えます。
この講座では、まず、国際関係、異文化理解、米国社会などに関する英語の講演の音声を聴く。そこに出てくる主要な上級単語
や表現、用法を学ぶ。次にその上級単語を応用した英語表現の練習をする、という段階に進みます。
並行して使用するinput教材は、毎日、ワシントンのCenter�for�Strategic�and�International�Studiesから送られてくる現
代の国際政治、米国の外交政策に関する大量の資料から選別します。記事、音声、動画があります。その一部を受講生に転送し
ます。教材の一部には当講師の逐次通訳の実例の録音も使用します。

【初級英語と上級英語表現の違いの例】　特に動詞の用法に留意します。なるべくbe動詞や受け身を使わないなど。

私はその知らせを聞いて喜んだ。
初級英語� I�was�glad�to�hear�the�news.
上級英語� The�news�gratified�me.

彼女のTOEICの点数は私の点数よりもはるかに高い。
初級英語� Her�TOEIC�score�is�much�higher�than�mine.
上級英語� Her�TOEIC�score�dwarfs�mine.

夕食の前に社長の演説があります。
初級英語� Before�the�dinner,�the�president�will�give�a�speech.
上級英語� President’s�speech�will�precede�the�dinner.

北朝鮮のミサイルの脅威は次第に軽減した。
初級英語� The�North�Korean�missile�threat�became�weaker.
上級英語� The�North�Korean�missile�threat�subsided.

使用教材：　プリント教材を講師より配付

この講座は録音受講が可能です。また欠席の方には講義の録音をお送りします。
ご希望の方は事務局までお申し出ください。
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科目名 レベル 最大定員 使用言語

上級和文英訳練習�/�
J-E�Translation�(Upper�Level)

上級2　TOEIC�900点～ 15 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

水 19:20～21:00 大井　孝
4月期 4/11,�4/18,�5/16,�5/23,�

6/6,�6/20 6 30,000円 55736

7月期 7/18,�7/25,�8/8,�8/29,�
9/12,�9/26 6 30,000円 55739

土 11:00～13:00 大井　孝
4月期 4/14,�4/28,�5/19,�6/9,�

6/23,�6/30 6 33,000円 55743

7月期 7/14,�7/28,�8/25,�9/8,�
9/22 5 27,500円 55747

社会科学分野の悪文の日本文をその原意を損ねることなしに、如何にして迅速に英訳するか、その練習を通じて英作文力を養
成するための講座です。

国際交流やビジネスの場では口頭による対話よりも、優れた英文を即時に書いてメールで複数の相手に自分の意思を伝えるこ
とが重要になっています。しかし社会科学の分野では英語で論文を書き下ろす日本人は希少で、どうしても和文英訳に依存しま
す。その場合、日本語原文の発想が英語表現に不適なので、英訳には苦労します。

和文英訳の基礎力の涵養、つまり英作文の基礎力涵養のためには、優れた知的英文を沢山読まねばなりません。特に、動詞の用
法に留意します。この講座では日本の地方自治制度に関する日本語論文で、当講師が国際学会のために英訳したものを教材と
します。以下に教材の一部を紹介します。決め手（clincher）は常に動詞の用法です。英文構成の発想には馴染まない日本語原
文に対応する英文の主動詞を素早く思いつくことが必要です。完全な逐語訳は不可能です。悪文の日本文は原文のままでは英
訳できません。英訳文は悪文の原文の制約を受けて不可避的にスタイルが悪くなります。本来、英文の書き下ろしだったならば
使用しないような悪いスタイルになります。受講生の方にはまず原文をお送りします。皆さんが試訳を考えて来て、講師の訳の
解説を参考にしてください。クラスでは受講生の英訳の添削はしません。意見交換をします。英訳練習を通して英作文力を強化
します。英米人に英訳文の確認修正を依頼する前提でも、その修正を極小化するように努めたいです。英訳には唯一の正解は
ありません。上級動詞を使うことが常に目標です。なおこの講座では論文構成のあるべき形式についても解説します。

『憲法に地方自治の保障条項が盛り込まれ、地方自治法が制定されたが、国などの事務が国の下部機構としての地方公共団体
の長などに委任される機関委任事務制度は戦後も継続した。この事務は地方公共団体の事務ではなく国の事務であり、地方公
共団体の長は国の機関として国の指揮監督を受けた。地方行政に対する国の指導・調整等による関与が強化された背景には、戦
後の高度経済成長期に拡大する傾向にあった地域間経済格差を抑制する必要があったこと、全国一律の基準により実施すべき
事務が増大したこと、さらには地方から都市への人口流入により、過疎地域となった地方が行財政能力を欠き、中央への依存を
強めざるを得なかったことなどがあった。』
While� the�new�Constitution� incorporated� the�provisions�on�guaranteeing� local� autonomy,�which,�
accordingly� led�to� the�enactment�of�a�new� law�on� local�autonomy,� there�still� remained�the�pre-war�
customary�procedures�of� the�central�government�delegating�essentially� national� administrative�
matters�and�non-local�matters�to�chiefs�and�other�officials�of�local�governments�who�would�function�as�
subordinate�administrators�of� the�central�government.�Such�delegated�administrative�services�were�
rendered�by� local�chiefs�that�came�under�direct� instructions�and�oversight�by�the�central�government.�
The�enhanced�guidance�and� intervention� in� local�matters�by�the�central�government�derived�from�the�
following� rationales:1)� the�need� for� the�central�government� to� readjust� the� then�widening� regional�
differences�and�discrepancies� in�the�degree�and�the�pace�of�economic�development�during�the�high�
economic�growth�period�of�Japan.�2)�the�volume�of�matters�uniformly�and�nationally�to�be�administered�
augmented.�3)� the�population�outflow� from� local�communities� into� large�cities� left�behind�sparsely�
populated�regions�where�the�local�governments�failing�to�perform�properly� in�conducting�administrative�
services�and�financial�management�had�to�seek�further�dependence�on�the�central�government.

使用教材：　プリント教材を講師より配付

この講座は録音受講が可能です。また欠席の方には講義の録音をお送りします。
ご希望の方は事務局までお申し出ください。
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■国際政治・経済� （平日昼間　日曜）
� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

上級時事英文講読（国際政治・経済）�/
Advanced�Readings�on�Current�
World�Topics

上級1　TOEIC�800点～ 15 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

水 11:00～13:00 大井　孝
4月期 4/11～6/20�(5/2,�5/16休み) 9 49,500円 58676

7月期 7/11～9/19�(8/15,�8/29休み) 9 49,500円 58681

日 13:30～16:10 大井　孝
4月期 4/8,�4/22,�5/20,�6/3,�6/17 5 37,500円 58684*

7月期 7/15,�7/29,�8/19,�9/2,�9/16 5 37,500円 58687*

国際問題に関する短い専門論文を精読しながら、知的英文の読解力と上級表現力の増強を目指します。
国際政治学者で、元英仏語会議通訳者である講師による講義形式の講座です。

国際交流やビジネスの環境では口頭による対話よりも、優れた英文を即時に書いてメールで複数の相手に自分の意思を伝える
ことが重視されています。日本語の場合も同様ですが、見知らぬ相手からの手紙の文章で相手の人格教養を判断します。優れ
た知的英文を即時に書くための作文力の涵養には、英米の知識人たち向けに書かれた優れた知的英文を沢山精読しなければな
りません。
この講座では上級英文の用語法、表現、真意を理解し、今後の英作文の参考にします。例えば、多数の英語学習者が、look�at
とlook� toの違いを理解しません。またnegotiateが他動詞であり、次にaboutを取らない、など、referとrefer� toの違い、
approveとapprove�ofの違い、settleとsettle�forの違いも知りません。「大体通じればいい」というレベルを目標にするのも
良いですが、もう少し上級を目指す方には、まず知的英文の精読が絶対に必要です。また、近年、高校で教わった英文法とは異な
る新しい英文表現法もいくつか現れています。例えばpreventの後にfromを省略するなど。
教材の講読を通して現代国際政治や社会科学の基礎、史実なども学びます。教材には国際政治経済分野の専門雑誌や専門書
などの記事・論文の抜粋を使用します。国際政治史、米国政治史、米国政治制度、現代の国際政治関係、などが同時に学べます。
この講座を2〜3期継続受講された方の英語力が飛躍的に増強されています。

使用教材：　プリント教材を講師より配付

この講座は録音受講が可能です。また欠席の方には講義の録音をお送りします。
ご希望の方は事務局までお申し出ください。
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■米国・欧州研究� （平日昼間・夜間　土曜）
�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

第二次大戦と米国�II�/�
The�World�War�II�and�the�U.S.A.�-�II

上級1　TOEIC�850点～ 15 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

月 19:20～21:00 大井　孝
4月期 4/9,�4/23,�5/7,�5/21,�6/4,�

6/18,�6/25 7 35,000円 58679

7月期 7/9,�7/23,�7/30,�8/20,�
8/27,�9/3,�9/10 7 35,000円 58682

第二次大戦は広く伝えられているように、米国にとって本当に史上でのThe�Best�Warであったのか？�また同大戦中に従軍し
たり、国内の軍事生産に協力した国民は真にthe�greatest�generationであったのか？
この講座は、講義形式で、上記の疑問から始まる、第二次大戦中の米国社会の裏面史を考察します。教材の流麗な知的英文を読
みながら戦中戦後の米国社会の変化の実態を学ぶことができます。

授業は基本的に講師がテキストの内容を解説する方式です。

４月期は同書の第一章Fairness,�Savagery,�Delight,�Trauma,�and�Viceから始めます。7月期は4月期の続きからとなり
ます。なお、本書の序論と結論はすでに本年1月期に使用しましたので、4月期から新規受講の方には、その序論と結論の解説
の録音をお送りします。また、授業時間の制約上、同書の全ての章を1年間4学期で読了することができませんので、予めご了承
ください。毎学期、いくつかの章を選別して使用します。

使用教材：　●Myth�and�the�Greatest�Generation:�A�Social�History�of�Americans�in�World�War�II�(Routledge）

この講座は録音受講が可能です。また欠席の方には講義の録音をお送りします。
ご希望の方は事務局までお申し出ください。

� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

第二次大戦と米国　I�/�
The�World�War�II�and�the�U.S.A.�-�I

上級1　TOEIC�800点～ 15 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

木 19:20～21:00 大井　孝
4月期 4/12,�4/26,�5/10,�5/24,�

6/7,�6/21,�6/28 7 35,000円 58686*

7月期 7/12,�7/19,�7/26,�8/9,�
8/23,�8/30,�9/13 7 35,000円 58691*

第二次大戦は広く伝えられているように、米国にとって本当に史上でのThe�Best�Warであったのか？この講座は、上記の疑問
から始まる、第二次大戦と米国の関係、戦時中の米国社会の裏面史を扱います。流麗な知的英文を味わうことができます。

授業は基本的に講師がテキストの内容を解説する方式です。
4月期/7月期は序文の後、それぞれ以下の章を学びます。
� 第一章�No�easy�answers
� 第二章�The�patterns�of�war

使用教材：　●The�Best�War�Ever�-�America�and�World�War�II�(Johns�Hopkins�University�Press)�

この講座は録音受講が可能です。また欠席の方には講義の録音をお送りします。
ご希望の方は事務局までお申し出ください。
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科目名 レベル 最大定員 使用言語

米国現代政治史—New�Dealと米国政治
の限界

上級1　TOEIC�850点～ 15 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

火 19:20～21:00 大井　孝
4月期 4/17,�4/24,�5/8,�5/15,�

5/29,�6/12,�6/26 7 35,000円 58683

7月期 7/10,�7/17,�7/31,�8/7,�
8/21,�9/4,�9/18 7 35,000円 58688

この講座では、使用教材の題名、The�Great�Exceptionが示唆するように、1．米国現代政治史上の大例外であったNew�Deal
の実現の政治背景と1970年ごろまでのその挫折の過程を省察、2．米国政治史上、19世紀末以来、オバマ政権まで、現在に至
る大企業と政府の連携強化、労働者大衆の内部分裂と大企業による労働運動抑圧の政治構造について学びます。トランプ大統
領出現の背景が解明されます。
超大国アメリカにはなぜ、他の先進諸国にあるような国民健康保険制度がなかったのか？一流大学の授業料はなぜ高くて、低所
得層の若者は授業料支払いのために長期の借金をしなければならないのか？これらの疑問は、19世紀末からの米国政治社会
史の考察の中で解明されます。資本対労働の階級対立、人種対立（白人同士の対立も含む）、宗教対立、地域対立などの複雑な
歴史があります。

授業は基本的に講師がテキストの内容を解説する方式です。知的上級英文の読解練習と米国現代史の総合省察ができます。

4月期は同書のPrologue、Introductionと第一章　The�question�of�democracy�in�the�age�of�incorporationの一部
までを扱います。7月期には第一章の後、第二章　Kaleidoscope�of� reformに進みます。7月期から受講開始される方でも、
講師が補足説明をしますので本書の主題を十分に理解することができます。

使用教材：　●��The�Great�Exception:�The�New�Deal�&�the�Limits�of�American�Politics�(Princeton�Universoty�
press)

この講座は録音受講が可能です。また欠席の方には講義の録音をお送りします。
ご希望の方は事務局までお申し出ください。

�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

米国史入門�/�
Introduction�to�American�History

中級2　TOEIC�700点～ 10 日英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

金 15:00～16:30 橋本　直也
4月期 4/13～6/22�（5/4休み） 10 45,000円 59561

7月期 7/13～9/21�（8/17休み） 10 45,000円 59565

アメリカは世界各国の政治・経済・文化・社会に多大な影響を与えている超大国です。この講座ではアメリカの生成過程、その後
の成長、変化など、今日に至るまでの概観をそれらの歴史的背景も含めて学びます。授業は日本語を主に使用し、テキストを解
説しながら、要所で英文、語彙・表現について、その使い方も含め説明を加えます。受講者との質疑応答を通し、トランプ政権な
ど最近の米国動向についても討議していきます。

使用テキストの構成は以下のようになっており、複数の学期に渡り、通読します。

第一部　Getting�Started�with�U.S.�History�(-1800)
第二部　Growing�Pains�(1800-1876)
第三部　Coming�of�Age�(1876-1945)
第四部　America�in�Adulthood�(1946-1999)
第五部　Facing�the�New�Millennium�(2000-)
第六部　The�Part�of�Tens�(Ten�Events�That�Defined�American�Culture)
第七部　The�Appendixes�(The�Bill�of�Rights�and�the�Declaration�of�Independence)

※4月期は第四部のChapter�18より開始します。

本講座の目的：　
1.�米国史の基本的な流れを把握しながら、今日の米国社会、文化、政治への理解を深めます。
2.�英語の読解力、語彙・表現力を向上させます。

使用教材：　●U.S.�History�for�Dummies,�3rd�Ed.�(For�Dummies)
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科目名 レベル 最大定員 使用言語

仏独関係史�/�
Le�couple�franco-allemand

仏検2級以上 15 日仏

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

土 18:00～19:30 大井　孝
4月期 4/14,�4/28,�5/19,�6/2,�6/9,�

6/23 6 27,000円 57821

7月期 7/14,�7/28,�8/18,�8/25,�
9/8,�9/22 6 27,000円 57824

この講座では現代の国際関係の重要な一角を構成する欧州連合の礎石となった仏独関係の愛憎併存の歴史を省察します。

授業はフランス語テキストの講読による講義形式で進められます。受講者には事前に教材を読んでおくことが期待されます。本
講座の受講希望者には仏検2級程度以上の仏文法の知識が必要です。

4月期には、テキストの159ページ、「世界の中のフランスとドイツ」から始めます。7月期以降に使用予定のフランス語教材は
後日に米欧関係、米仏関係、欧州現代史などの分野から選定します。

使用教材：　●�Le�couple�franco-allemand---une�relation�passionnelle�(CreateSpace�Independent�Publishing�
Platform)

この講座は録音受講が可能です。また欠席の方には講義の録音をお送りします。
ご希望の方は事務局までお申し出ください。

■英語以外の語学� （平日早朝・昼間・夜間　土曜）
�

科目名 レベル 最大定員 使用言語

フランス語���文法、読解の徹底学習－
動詞の活用を中心に�

フランス語初中級者 6 日仏

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

火 08:15～10:15 浅尾　文恵
4月期 4/10～6/19�(5/1休み) 10 48,000円 57832

7月期 7/10～9/18�(8/14休み) 10 48,000円 57837

月 07:30～08:50 浅尾　文恵
4月期 4/9～6/25�(4/30休み) 11 35,200円 57841

7月期 7/9～9/10�(7/16休み) 9 28,800円 57843

語学としてのフランス語を学び直しながら、フランス語の教養ある文書を読める事を目的とします。

1.�フランス語の動詞の活用を自由自在に言えるように徹底的に練習します。
2.�文法力向上のため、文法分析をします。
3.�リスニング力を強化するため、発音練習、発音記号を学び、シャドーイング練習をします。
4.�リーディング力向上のため、サイトトランスレーションによる読み方を訓練します。
5.�クイックレスポンス練習により、フランス語の反応速度を鍛えます。
6.�文化教養のため、バイブル、ギリシャ神話などのフランス語を読むこともあります。

使用教材：　
●声に出すフランス語�即答練習ドリル　CD2枚付�(白水社)
●仏検3・4級必須単語集�-�petits�pois�(白水社)
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科目名 レベル 最大定員 使用言語

シャドーイングでフランス語力強化���
文法・動詞の活用の復習

フランス語初中級者 6 日仏

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

木 19:00～21:05 浅尾　文恵
4月期 4/12～6/21�(5/3休み) 10 48,000円 57848

7月期 7/12～9/20�(8/16休み) 10 48,000円 57851

徹底的なシャドーイング練習、動詞の活用、文法力の強化を通して、フランス語力を養います。

1.�シャドーイングを徹底することで、フランス語情報処理能力を高める。
2.�発音、つづりの関係を学び、正しい発音を身につける。
3.�文法をフランス語で学び、正しく構文の分析を行えるようにする。
4.�正しいフランス語作文ができるようにフレーズの暗記をします。
5.�文化教養のため、バイブル、ギリシャ神話などのフランス語を読むこともあります。

レベル：　中級以上（初級の方はご相談ください）

使用教材：　
●仏検3・4級必須単語集�-�petits�pois�(白水社)
●仏検準1級・2級必須単語集�-�petits�pois�(白水社)

�
科目名 レベル 最大定員 使用言語

フランス語�初級コミュニケーション
（文法及び発信力強化）－英語とフラ
ンス語の比較を通じて

フランス語初級者 6 日仏英

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

木 19:40～21:30 高橋　郁弥
4月期 4/12～6/21（5/3休み） 10 44,000円 57855

7月期 7/12～9/20（8/16休み） 10 44,000円 57859

フランス語の扉を開けることによって、フランス文化圏の膨大な世界を探索することが可能となります。もちろん、英語の中には
フランス語由来の語彙が多くあり、フランス語を学ぶ事によって英語の知識の幅が広がることも請け合いです。

この授業は、基本的にフランス語を初めて習う方が対象ですが、以前途中で挫折してしまった方でも受講していただけます。

使用教科書は体系的にフランス語学習を続けていける「コレクションフランス語」（白水社）シリーズの入門編と、そのシンプルさ
とわかりやすさで、出版以来絶大な支持を受けてきた「ゼロから始めるフランス語」（三修社）です。前者は8冊あるシリーズの中
の1冊目で、フランス語を全く初めて習う方のために作られています。後者は一冊終えることにより、一通りフランス語の重要文
法項目を押さえられるように構成されています。

この授業では、フランス語でコミュニケーションをするための最も基本的な能力を養うことを目指します。初歩の会話だけでな
く、重要文法項目も体系的に学んで行きます。授業では、音読練習を中枢に置き、日⇔仏を即座に切り替える練習を多く織り込
み、文法力を土台にした発信力を鍛えて行きます。また、英語とフランス語の文法構造の類似性にも触れますので、英語の知識
も活かせるようになっています。

英語の素養があれば、フランス語の学習は容易になります。
英語圏とは違う考え方やものの見方に触れるための第一歩を踏み出してみませんか？

使用教材：　
●コレクションフランス語1�入門�(白水社)
●ゼロから始めるフランス語－文法中心�(三修社)
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科目名 レベル 最大定員 使用言語

フランス語初中級���時事テーマ読解力
強化コース

フランス語初中級者 6 日仏

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

金 19:00～20:30 土屋　元
4月期 4/13,�4/20,�4/27,�5/11,�

5/18,�5/25,�6/1 7 25,200円 57862

7月期 7/13,�7/20,�7/27,�8/3,�
8/10,�8/17,�8/24� 7 25,200円 57866

フランス語の初級文法を終えられ、今日のフランス社会の実際の姿を扱った文章を読んでみたいと思われている方はおられま
せんか？

語学力をつけるには会話の練習だけでは不十分で、内容のある文の読解練習が不可欠です。
この講座では、フランスの様々な時事的なテーマを扱った見開き2ページの文章を20編収録したテキストを読んでいきます。
文法知識を具体的なフランス語の文の中で身につけ、読解力をつけるとともに、同時にフランスについても学んでいきます。テ
キストに扱われているテーマは、例えば「24時間ニュース専門局」から「ニースとカンヌ」「移民危機」「ロベスピエール」「バンド・
デシネ」にまで及びます。
また、フランス語の上達には文法・読解と発音を関連づけて学習することが大切です。そこで、この講座では添付のCDも繰り返
し聴きながら、特にフランス語のイントネーションを決定づける「リズムグループ」にも重点をおいて、発音の指導を徹底して行
います。
なお、本講座は仏検3級以上、準2級程度の力をつけることを目標にしています。

使用教材：　●時事フランス語�2018年度版�（A�la�page:�actualités�françaises�2018）�(朝日出版社)

� *新規科目

科目名 レベル 最大定員 使用言語

英語で学ぶ初めてのドイツ語
Let’s�Speak�German�(Sprechen�
Wir�Deutsch!)�

ドイツ語�初心者、
英語�初級2　TOEIC500点～ 10 英独

曜日 時間帯 講師 学期 授業日程 回 学費 コード番号

土 13:20～15:20 Loring�Ivanick
4月期 4/7～6/23�(5/5休み) 11 48,400円 57306*

7月期 7/7～9/22�(8/11休み) 11 48,400円 57310*

Wollen�Sie�Deutsch�lernen?（ドイツ語を習いたいですか？）
Können�Sie� jetzt�nur�Guten�Tag�und� Ich� liebe�dich�sagen?（ドイツ語で「こんにちは」や「愛しています」と言えます
か？）

この初級ドイツ語のクラスを1〜2学期受講すれば、もっと多くを言ったり理解したりできるようになります。良い発音を身につ
け、日常会話を話し、日常的な語彙をできるだけ早く習得することに重点を置きます。各状況の表現に必要な文法事項の説明を
行います。学習した箇所について、教科書付属のCDまたはDVDを使ったリスニングと練習問題を行う宿題が課されます。
また、授業中にとったノートを、授業後にご自宅で見直していただきます。
単語の復習を授業内で頻繁に行います。英語で行われる簡単な文法説明と指示が理解できる方向けの授業です。教室内でのド
イツ語会話練習の分量を、徐々に増やしていきます。完全な初心者と、それに近いレベルの方向けです。来日前に米国の大学で
ドイツ語の教授をしていた講師が担当します。

授業では英語で説明を行いますが、受講生の習熟度に合わせて徐々にドイツ語の使用を増やして行きます。

使用教材：　●Netzwerk:�Kursbuch�A1�mit�2�Audio-CDs�&�DVD-Rom�(Klett)　�
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選択制プログラム・通訳者養成プログラム

科目索引（時間帯・曜日別）
ビジネス英語、スキル・テーマ別英語、検定試験対策、通訳者養成、国際教養講座
上記プログラムの科目の 「時間帯 ・曜日別」 の一覧表です。 科目選択の際にご利用ください。

受講期間は3ヵ月です。中途受講が可能です。

●平日早朝クラス
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

学費
コード
番号

ペ
ー
ジ

TED Talksでスピーキング 中級1 Karina North

月

07:30～08:30
4月期 11 30,470円 15449

41
7月期 9 24,930円 25449

New 新聞を読む 中級2 Philip Sandoz 07:30～08:30
4月期 11 30,470円 14516

72
7月期 9 24,930円 24516

フランス語 　文法、読解の徹底学習－ 
動詞の活用を中心に

科目説 
明参照

浅尾　文恵 07:30～08:50
4月期 11 35,200円 57841

105
7月期 9 28,800円 57843

ビジネスコミュニケーション 初級2 Karina North 火・木 07:30～08:30
4月期 22 56,540円 15319

40
7月期 22 56,540円 25319

New ビギナーのためのビジネスコミュニケーション 入門 Philip Sandoz 火 07:30～08:30
4月期 11 30,470円 15101

39
7月期 11 30,470円 25101

ビジネスコミュニケーション 中級1 Karina North 水・金 07:30～08:30
4月期 22 56,540円 15443

40
7月期 22 56,540円 25443

New ビギナーのためのビジネスライティング 初級1 Philip Sandoz 木 07:30～08:30
4月期 11 33,770円 15211

46
7月期 11 33,770円 25211

New イギリスを学ぶ 初級2 Philip Sandoz 金 07:30～08:30
4月期 11 30,470円 13342

59
7月期 11 30,470円 23342

●平日午前 ・午後クラス
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

学費
コード
番号

ペ
ー
ジ

英語で世界を知ろう 初級2 大島　万里子 月 13:30～15:00 4月期 11 44,110円 13363 59

フランス語 　文法、読解の徹底学習－ 
動詞の活用を中心に

科目説 
明参照

浅尾　文恵

火

08:15～10:15
4月期 10 48,000円 57832

105
7月期 10 48,000円 57837

シャドーイングで英語力強化 上級1 浅尾　文恵 10:30～12:40
4月期 11 55,440円 13622

55
7月期 11 55,440円 23622

実践スピーキング 初級2 大島　万里子 &  
Stuart Cowap 10:30～12:30

4月期 11 50,820円 13356
58

7月期 11 50,820円 23356

リスニング（TVニュース） 初級2 Scott Seeley 10:30～12:30
4月期 11 50,820円 14350

68
7月期 11 50,820円 24350

New 実践スピーキング 中級1 Mark Bogenschultz  
& 大島　万里子

13:30～15:30
4月期 11 50,820円 13447

58
7月期 11 50,820円 23447

New 英文法 入門 藤倉　浩美 13:30～15:30
4月期 11 50,820円 14104

65
7月期 11 50,820円 24104

英検1級対策 上級1 浅尾　文恵 13:00～15:10
4月期 11 56,040円 16616

78
7月期 11 56,040円 26616

上級者レベルの英語強化を目指す総合講座 上級2 浅尾　文恵 15:20～17:30
4月期 11 56,040円 13710

56
7月期 11 56,040円 23710

読解と討議（英字新聞・雑誌） 中級2 Anthony Demko 水 11:00～12:35
4月期 10 40,100円 13557

63
7月期 10 40,100円 23557
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●平日午前 ・午後クラス （続き）
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

学費
コード
番号

ペ
ー
ジ

New 発音・リスニング 初級1 当学院講師

水

10:30～12:30
4月期 11 50,820円 14227

69
7月期 11 50,820円 24227

通訳メソッド活用コース  
昼間クラス 水 レベル2 上級1 岡本　恵子 10:00～12:30

4月期 10 74,800円 12672
84

7月期 10 74,800円 22672

上級時事英文講読（国際政治・経済） 上級1 大井　孝 11:00～13:00
4月期 9 49,500円 58676

102
7月期 9 49,500円 58681

New 使える英語トレーニング 初級2 藤倉　浩美 13:30～15:30
4月期 11 50,820円 13352

54
7月期 11 50,820円 23352

読解と討議（Global Issues） 中級2 Kevin Jones 13:30～15:00
4月期 11 44,110円 13548

62
7月期 11 44,110円 23548

リーディング（National Geographic） 上級1 Anthony Demko 13:30～15:05
4月期 10 40,100円 14606

72
7月期 10 40,100円 24606

New 使える英語トレーニング 中級1 西岡　伸子

木

10:30～12:30
4月期 11 50,820円 13445

54
7月期 11 50,820円 23445

シャドーイングで英語力強化 上級1 浅尾　文恵 16:00～18:10
4月期 11 55,440円 13628

55
7月期 11 55,440円 23628

ビギナーのための英会話 入門 Amis Chen

金

10:30～12:30
4月期 11 50,820円 13120

57
7月期 11 50,820円 23120

実践スピーキング 入門
鈴木　滋 &  
Kelly Cargos 10:30～12:30

4月期 11 50,820円 13127
58

7月期 11 50,820円 23127

実践スピーキング 初級1 Kelly Cargos &  
鈴木　滋

10:30～12:30
4月期 11 50,820円 13237

58
7月期 11 50,820円 23237

発信力・表現力 中級1 岡本　恵子 13:30～15:30
4月期 11 50,820円 13440

53
7月期 11 50,820円 23440

New 使える英語トレーニング 初級1 藤倉　浩美 13:30～15:30
4月期 11 50,820円 13233

54
7月期 11 50,820円 23233

リーディング（短編小説） 中級1 Karina North 13:30～15:30
4月期 11 50,820円 14437

71
7月期 11 50,820円 24437

米国史入門 中級2 橋本　直也 15:00～16:30
4月期 10 45,000円 59561

104
7月期 10 45,000円 59565

通訳案内士のための英語力養成 上級2 浅尾　文恵 16:00～18:10
4月期 11 65,010円 12719

90
7月期 11 65,010円 22719

●平日夜間クラス
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

学費
コード
番号

ペ
ー
ジ

発信力・表現力 ビジネス編 中級2 吉野　舞起子

月

19:00～21:00
4月期 11 56,540円 15508

36
7月期 9 46,260円 25508

発信力・表現力 ビジネス編 上級1 岡村　直人 19:00～21:00
4月期 11 56,540円 15612

36
7月期 9 46,260円 25612

発信力・表現力 初級1 西岡　伸子 19:00～21:00
4月期 11 50,820円 13229

53
7月期 9 41,580円 23229

New 発信力・表現力 初級2 中村　優子 19:00～21:00
4月期 11 50,820円 13349

53
7月期 9 41,580円 23349

上級者レベルの英語強化を目指す総合講座 上級2 浅尾　文恵 19:00～21:10
4月期 11 56,040円 13716

56
7月期 9 45,960円 23716

未来予想図 中級2 Phil Stilwell 19:45～21:55
4月期 10 60,000円 50552

97
7月期 9 54,000円 50559

　

科
目
索
引
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●平日夜間クラス （続き）
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

学費
コード
番号

ペ
ー
ジ

第二次大戦と米国 II 上級1 大井　孝 月 19:20～21:00
4月期 7 35,000円 58679

103
7月期 7 35,000円 58682

New ビジネスコミュニケーション 中級1 Stuart Cowap

火

19:30～21:30
4月期 11 50,820円 15440

40
7月期 11 50,820円 25440

ビジネスアウトプット アドバンスト 上級2 Eric Ritter 19:30～21:30
4月期 11 52,320円 15702

42
7月期 11 52,320円 25702

発信力・表現力 中級1 藤倉　浩美 19:00～21:00
4月期 11 50,820円 13438

53
7月期 11 50,820円 23438

発信力・表現力 中級2 村松　剛 19:00～21:00
4月期 11 50,820円 13536

53
7月期 11 50,820円 23536

New シャドーイングで英語力強化 上級2 浅尾　文恵 19:00～21:10
4月期 11 55,440円 13705

55
7月期 11 55,440円 23705

実践スピーキング 初級2 Amis Chen 19:00～21:00
4月期 11 50,820円 13360

58
7月期 11 50,820円 23360

読解・聴き取りと討議 
（英字新聞・TVニュース）

中級1 Anthony Demko 19:00～21:00
4月期 10 46,200円 13454

61
7月期 10 46,200円 23454

New TOEICテスト ターゲット730 中級1 小山　克明 19:00～21:40 4月期 11 68,970円 16406 75

New TOEICテスト ターゲット900 中級2 小山　克明 19:00～21:40 7月期 11 68,970円 26518 75

New IELTS ターゲット 6.0 中級1 高橋　郁弥 19:00～21:10
4月期 11 61,200円 16414

77
7月期 11 61,200円 26414

通訳メソッド活用コース  
夜間クラス 火 レベル2 上級1 岡本　恵子 19:00～21:30

4月期 10 74,800円 12661
84

7月期 10 74,800円 22661

米国現代政治史—New Dealと米国政治の
限界

上級1 大井　孝 19:20～21:00
4月期 7 35,000円 58683

104
7月期 7 35,000円 58688

New ビギナーのためのビジネスコミュニケーション 入門 Thomas Meyer

水

18:40～20:10
4月期 11 44,110円 15105

39
7月期 11 44,110円 25105

クリティカルビジネスイングリッシュ 上級2 Stuart Cowap 19:30～21:30
4月期 11 56,540円 15708

43
7月期 11 56,540円 25708

New 実践スピーキング 中級1 William Alachiotis 19:00～21:00
4月期 11 50,820円 13450

58
7月期 11 50,820円 23450

読解と討議（英字新聞・雑誌） 上級1 John Bowler 19:00～21:00
4月期 11 50,820円 13615

64
7月期 11 50,820円 23615

TOEFL iBTテスト 61～80 初級2 村松　剛 19:00～21:10
4月期 11 61,200円 16309

76
7月期 11 61,200円 26309

TOEFL iBTテスト 100 上級1 高橋　郁弥 19:00～21:10
4月期 11 61,200円 16602

76
7月期 11 61,200円 26602

英検1級対策 上級1 浅尾　文恵 19:00～21:10
4月期 11 56,040円 16619

78
7月期 11 56,040円 26619

アテンド・社内通訳養成 中級2 岡本　恵子 19:00～21:00
4月期 11 56,540円 12506

88
7月期 11 56,540円 22506

New 国際経営戦略入門 上級1 瀬藤　澄彦 19:00～21:00
4月期 5 27,500円 55680

96
7月期 5 27,500円 55684

上級和文英訳練習 上級2 大井　孝 19:20～21:00
4月期 6 30,000円 55736

101
7月期 6 30,000円 55739

New ビジネスコミュニケーション 初級1 Thomas Meyer 20:20～21:50
4月期 11 44,110円 15209

40
7月期 11 44,110円 25209

発信力・表現力 ビジネス編 初級2 鈴木　滋 木 19:00～21:00
4月期 11 56,540円 15313

36
7月期 11 56,540円 25313
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●平日夜間クラス （続き）
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

学費
コード
番号

ペ
ー
ジ

発信力・表現力 ビジネス編 中級1 村松　剛

木

19:00～21:00
4月期 11 56,540円 15422

36
7月期 11 56,540円 25422

ビジネスアウトプット 中級2 Stuart Cowap 19:30～21:30
4月期 11 50,820円 15515

41
7月期 11 50,820円 25515

読解と討議 
（アメリカの政治とトランプ大統領）

中級2 Loring Ivanick 19:00～21:00
4月期 11 50,820円 13550

62
7月期 11 50,820円 23550

New IELTS ターゲット 6.5 中級2 Amis Chen 19:00～21:10
4月期 11 61,200円 16508

77
7月期 11 61,200円 26508

New 第二次大戦と米国 I 上級1 大井　孝 19:20～21:00
4月期 7 35,000円 58686

103
7月期 7 35,000円 58691

シャドーイングでフランス語力強化　 
文法・動詞の活用の復習

科目説 
明参照

浅尾　文恵 19:00～21:05
4月期 10 48,000円 57848

106
7月期 10 48,000円 57851

フランス語　初級コミュニケーション（文法及び  
発信力強化）－英語とフランス語の比較を通じて

科目説 
明参照

高橋　郁弥 19:40～21:30
4月期 10 44,000円 57855

106
7月期 10 44,000円 57859

New ビギナーのための英会話 入門 Amis Chen

金

18:40～20:10
4月期 11 44,110円 13123

57
7月期 11 44,110円 23123

New Mini MBA 上級1 Joe Hug 19:30～21:30
4月期 11 50,820円 15613

45
7月期 11 50,820円 25613

New 英文法 入門 藤倉　浩美 19:00～21:00
4月期 11 50,820円 14111

65
7月期 11 50,820円 24111

New 英文法 中級1 岩瀬　ますみ 19:00～21:00
4月期 11 50,820円 14414

66
7月期 11 50,820円 24414

CNNを活用したリスニングスキルアップ 初級2 Kelly Cargos 19:00～21:00
4月期 11 50,820円 14354

68
7月期 11 50,820円 24354

New ブラッシュアップ・リーディング（長文読解） 中級1 小山　克明 19:00～21:40
4月期 11 68,970円 14434

71
7月期 11 68,970円 24434

New スピーキングテスト対策 中級1 村松　剛 19:00～21:10
4月期 11 55,440円 16417

80
7月期 11 55,440円 26417

通訳メソッド活用コース  
夜間クラス 金 レベル1 中級2 Reibi Kim 19:00～21:30

4月期 10 74,800円 12523
84

7月期 10 74,800円 22523

New 日英翻訳・通訳演習 上級1 橋本　直也 19:00～20:30
4月期 10 42,100円 12603

89
7月期 10 42,100円 22603

通訳演習（逐次・同時通訳・サイトラ） 上級2 通訳コース講師　 19:00～21:00
4月期 11 56,540円 12714

89
7月期 11 56,540円 22714

フランス語初中級　 
時事テーマ読解力強化コース

科目説 
明参照

土屋　元 19:00～20:30
4月期 7 25,200円 57862

107
7月期 7 25,200円 57866

New 実践スピーキング 初級1 Amis Chen 20:20～21:50
4月期 11 44,110円 13240

58
7月期 11 44,110円 23240

●土曜クラス
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

学費
コード
番号

ペ
ー
ジ

New 発信力・表現力 ビジネス編 初級2 当学院講師

土

10:00～12:00
4月期 11 56,540円 15316

36
7月期 11 56,540円 25316

発信力・表現力 ビジネス編 中級1 鈴木　滋 10:30～12:30
4月期 11 56,540円 15434

36
7月期 11 56,540円 25434

ビジネスアウトプット 中級2 Stuart Cowap 10:30～12:30
4月期 11 50,820円 15519

41
7月期 11 50,820円 25519

　

科
目
索
引
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●土曜クラス （続き）
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

学費
コード
番号

ペ
ー
ジ

ビジネスアウトプット アドバンスト 上級2 Eric Ritter

土

10:30～12:30
4月期 11 52,320円 15705

42
7月期 11 52,320円 25705

発信力・表現力 中級1 村松　剛 10:00～12:00
4月期 11 50,820円 13443

53
7月期 11 50,820円 23443

英会話（日本と世界を語ろう） 初級2 Philip Sandoz 10:30～12:30
4月期 11 50,820円 13367

59
7月期 11 50,820円 23367

聴き取りと討議（TVニュース） 初級2 Conan Sharp 10:30～12:30
4月期 11 50,820円 13371

60
7月期 11 50,820円 23371

発音・リスニング 中級2 キマニ涌井　理恵 10:30～12:30
4月期 11 50,820円 14519

70
7月期 11 50,820円 24519

「オーウェルを読む」精読講座 中級2 高橋　郁弥 10:00～12:00
4月期 11 50,820円 14514

72
7月期 11 50,820円 24514

TOEICテスト ターゲット730 中級1 小山　克明 10:00～13:10
4月期 11 81,180円 16411

75
7月期 11 81,180円 26411

通訳メソッド活用コース  
土曜クラス レベル1 中級2 Reibi Kim &  

Kenneth Sagawa 10:00～12:30
4月期 10 74,800円 12526

84
7月期 10 74,800円 22526

アテンド・社内通訳養成 中級2 岡本　恵子 10:30～12:30
4月期 11 56,540円 12508

88
7月期 11 56,540円 22508

New 上級時事英文講読　 
グローバル時代の異文化国際経営論

上級1 瀬藤　澄彦 11:00～13:00
4月期 5 27,500円 55677

96
7月期 5 27,500円 55679

国際機関職員のための上級ライティング 中級2 Thomas Meyer 10:30～12:40
4月期 10 63,000円 50566

98
7月期 10 63,000円 50570

上級和文英訳練習 上級2 大井　孝 11:00～13:00
4月期 6 33,000円 55743

101
7月期 5 27,500円 55747

発信力・表現力 ビジネス編 上級1 岡本　恵子 13:20～15:20
4月期 11 56,540円 15614

36
7月期 11 56,540円 25614

ロジカルスピーキング 中級1 鈴木　滋 13:20～15:20
4月期 11 50,820円 15437

38
7月期 11 50,820円 25437

New ビジネスコミュニケーション 初級2 内田　絵梨 13:20～15:20
4月期 11 50,820円 15324

40
7月期 11 50,820円 25324

New ビジネスコミュニケーション 中級1 William Alachiotis 13:20～15:20
4月期 11 50,820円 15447

40
7月期 11 50,820円 25447

クリティカルビジネスイングリッシュ 上級2 Stuart Cowap 13:20～15:20
4月期 11 56,540円 15711

43
7月期 11 56,540円 25711

ビジネスライティング 上級1 Philip Sandoz 13:20～15:20
4月期 11 54,120円 15616

47
7月期 11 54,120円 25616

聴き取りと討議（今週のTVニュース） 中級2 Mary Ann Decker 13:20～15:20
4月期 10 46,200円 13537

60
7月期 7 32,340円 23537

読解と討議（英字新聞・雑誌） 上級1 John Bowler 13:20～15:20
4月期 11 50,820円 13619

64
7月期 11 50,820円 23619

ライティングのための英文法 Part 1 初級2 津島　玲子 13:20～15:20
4月期 11 54,120円 14347

67
7月期 11 54,120円 24347

New 発音・リスニング 初級1 村松　剛 13:20～15:20
4月期 11 50,820円 14231

69
7月期 11 50,820円 24231

TOEICテスト ターゲット600 初級2 Reibi Kim 13:30～15:40
4月期 11 55,440円 16304

75
7月期 11 55,440円 26304

TOEICテスト ターゲット900 中級2 小山　克明 13:30～16:40
4月期 11 81,180円 16521

75
7月期 11 81,180円 26521

ビジネスリーダーの思考技術を学ぶ 上級1 Joe Hug 14:00～15:30
4月期 10 45,000円 55664

95
7月期 10 45,000円 55673
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●土曜クラス （続き）
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

学費
コード
番号

ペ
ー
ジ

New スタンダードジャズ・懐かしの洋楽ポップスの
歌詞に見る英語表現

初級2 松崎　浩

土

14:00～15:40
4月期 10 50,000円 55350

99
7月期 10 50,000円 55359

New 英語で学ぶ初めてのドイツ語
科目説 
明参照

Loring Ivanick 13:20～15:20
4月期 11 48,400円 57306

107
7月期 11 48,400円 57310

発信力・表現力 ビジネス編 中級2 岡本　恵子 15:30～17:30
4月期 11 56,540円 15513

36
7月期 11 56,540円 25513

発信力・表現力 ビジネス編 上級1 村松　剛 15:30～17:30
4月期 11 56,540円 15617

36
7月期 11 56,540円 25617

ファイナンスの英語 上級1 Eric Ritter 15:30～17:30
4月期 11 50,820円 15619

44
7月期 11 50,820円 25619

聴き取りと討議（今週のTVニュース） 中級2 Mary Ann Decker 15:30～17:30
4月期 10 46,200円 13542

60
7月期 7 32,340円 23542

聴き取りと討議 
（サイエンス番組で学ぶ英語）

中級2 Gretchen VanCleave 15:30～17:30
4月期 11 50,820円 13545

61
7月期 11 50,820円 23545

New 読解と討議（アメリカのユーモア） 中級2 Loring Ivanick 15:30～17:30
4月期 11 50,820円 13555

63
7月期 11 50,820円 23555

ライティングのための英文法 中級1 津島　玲子 15:30～17:30
4月期 11 54,120円 14428

67
7月期 11 54,120円 24428

ビジネスライティング 中級1 Robert Lim 16:00～18:00
4月期 11 54,120円 15451

46
7月期 11 54,120円 25451

グローバルであるための日本人 中級2 松崎　浩 16:00～17:40
4月期 10 50,000円 50562

99
7月期 10 50,000円 50568

総合上級英語 上級2 大井　孝 15:45～17:45
4月期 8 44,000円 55730

100
7月期 8 44,000円 55737

ブラッシュアップ英文法 Part 2 中級1 小山　克明 17:00～20:10 4月期 11 81,180円 14410 67

New ブラッシュアップ英文法 Part 1 中級1 小山　克明 17:00～20:10 7月期 11 81,180円 24410 67

英検1級対策 上級1 浅尾　文恵 17:20～19:30
4月期 11 56,040円 16622

78
7月期 11 56,040円 26622

仏独関係史
仏検 
2級 大井　孝 18:00～19:30

4月期 6 27,000円 57821
105

7月期 6 27,000円 57824

●日曜クラス
新
科
目

科 目 名
レ
ベ
ル

担当講師 曜日 時間帯 学期
回
数

学費
コード
番号

ペ
ー
ジ

シャドーイングで英語力強化 発展編 上級2 浅尾　文恵

日

10:00～12:10
4月期 11 55,440円 13712

55
7月期 10 50,400円 23712

通訳メソッド活用コース  
日曜クラス レベル2 上級1 稲葉　麻里子 &  

高橋　郁弥
10:00～12:30

4月期 10 74,800円 12683
84

7月期 10 74,800円 22683

シャドーイングで英語力強化 上級2 浅尾　文恵 12:20～14:30
4月期 11 55,440円 13708

55
7月期 10 50,400円 23708

総合上級英語 上級2 大井　孝 13:30～16:10
4月期 5 37,500円 55734

100
7月期 5 37,500円 55741

New 上級時事英文講読（国際政治・経済） 上級1 大井　孝 13:30～16:10
4月期 5 37,500円 58684

102
7月期 5 37,500円 58687

国連英検特A級対策 上級1 浅尾　文恵 14:40～16:50
4月期 11 56,040円 16628

79
7月期 10 51,000円 26628

New 通訳メソッド活用コース  
日曜クラス レベル3 上級1 橋本　直也 14:30～17:00

4月期 10 74,800円 12691
84

7月期 10 74,800円 22691

　

科
目
索
引
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「読んでわかる、聴いてわかる」英語から、「自分の考えを伝える（話す、書く）」
英語力につなげます。
自ら考え、自らの目標に向かって英語を活用し、活躍する人材を育成します。

特色

●通年カリキュラムで、「文法」+「聴く・話す・読む・書く」+「考える」力を段階
的に伸ばします。
※�学期ごとに受講することができます。また、学期途中での中途入学も可能です。

●英語の習熟度別のクラス編成で、対象レベルの英語力があれば、学年に関
わらず希望クラスを受講できます。

・レベル1〜8の10クラス編成です。
・受講クラスがご不明な方は小中高生英語プログラム担当者までご相談く

ださい（Eメール:info@nichibei.ac.jp�、電話：03-3359-9621）。
・クラス選択の参考として、実際の授業を見学することができます（詳細は

137ページをご覧ください）。
●小学生から社会人までの指導経験の豊富な講師が、受講生の力を多角的

に引き出し、伸ばします。
●ネイティブスピーカー講師と日本人講師が連携し、それぞれの特徴を生か

した授業を行います。ネイティブスピーカーは英語による授業、日本人講師
は英語と日本語を交えた授業となります。

●各学期最終日はSpeech�Dayで、学習の成果を発表します。保護者の皆様
もご参観できます。

プログラム概要

■小中高生英語プログラム
 （土、週1日～、100～150分／日）

開講月 4月、9月、1月

申込方法 申し込み順の受付となります（募集要項の133、134ページご参照）。
※ただし、申込期間は下記となります。

履修期間・
授業時限数

4月期 4ヵ月� 土：15時限/週
1時限100分～150分
科目により異なります。

土：43週、43時限／年9月期 4ヵ月� 土：17時限/週

1月期 3ヵ月� 土：11時限/週

授業日・時間帯 週1日、土　※科目により異なります。117ページの科目一覧表をご参照ください。

授業日程 学期 授業日程 申込期間

4月期 2018年4月14日（土）～7月28日（土）　休み：5/5 2月19日（月）～4月2日（月）

9月期 2018年8月25日（土）～12月22日（土）　休み：11/3 7月9日（月）～8月10日（金）

1月期 2019年1月12日（土）～3月23日（土） 11月12日（月）～12月21日（金）

早期申込割引 申込期間内にお申し込みの方には、早期申込割引2,000円が適用されます。

レベル 原則として、英語の習熟度別のクラス編成となります。

定員 1クラス平均5～8名、最大12名程度。
（クラスの人数、クラス編成は学期ごとに異なります）

講師 当学院の講師約8名が担当します（うち、英語を母語とするもの約4名）。

使用言語 英語および日本語

学費 4月期 61,650円～92,550円

9月期 69,870円～104,890円

1月期 45,210円～67,870円

※学費は消費税込みの金額です。

教材費 科目、期により異なります。（年間4,000円～10,000円程度）

夏季講習・
春季講習

短期間で集中して学べる夏季講習（6月初旬よりご案内）、春季講習（2月中旬よりご案内）も
予定しています。
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プログラム概要

開講月 4月、9月、1月

申込方法 申し込み順の受付となります（募集要項の133、134ページご参照）。
※ただし、申込期間は下記となります。

履修期間・
授業時限数

4月期 4ヵ月� 土：15時限/週
1時限100分～150分
科目により異なります。

土：43週、43時限／年9月期 4ヵ月� 土：17時限/週

1月期 3ヵ月� 土：11時限/週

授業日・時間帯 週1日、土　※科目により異なります。117ページの科目一覧表をご参照ください。

授業日程 学期 授業日程 申込期間

4月期 2018年4月14日（土）～7月28日（土）　休み：5/5 2月19日（月）～4月2日（月）

9月期 2018年8月25日（土）～12月22日（土）　休み：11/3 7月9日（月）～8月10日（金）

1月期 2019年1月12日（土）～3月23日（土） 11月12日（月）～12月21日（金）

早期申込割引 申込期間内にお申し込みの方には、早期申込割引2,000円が適用されます。

レベル 原則として、英語の習熟度別のクラス編成となります。

定員 1クラス平均5～8名、最大12名程度。
（クラスの人数、クラス編成は学期ごとに異なります）

講師 当学院の講師約8名が担当します（うち、英語を母語とするもの約4名）。

使用言語 英語および日本語

学費 4月期 61,650円～92,550円

9月期 69,870円～104,890円

1月期 45,210円～67,870円

※学費は消費税込みの金額です。

教材費 科目、期により異なります。（年間4,000円～10,000円程度）

夏季講習・
春季講習

短期間で集中して学べる夏季講習（6月初旬よりご案内）、春季講習（2月中旬よりご案内）も
予定しています。



- 117 -

科目一覧表

クラス 対象レベルの目安 曜
日 時間帯 学期 回 学費 コード�

番号

レベル1 英語学習が初めて�
または学習歴１年未満の方

小学生

土

15:30～17:20�
（100分）

４月期 15� 61,650円 50145

9月期 17� 69,870円 50195

1月期 11� 45,210円 50115

レベル2 レベル1修了者�
（英語学習歴2～3年の方）

４月期 15 61,650円 50146

9月期 17� 69,870円 50196

1月期 11� 45,210円 50116

レベル3 レベル2修了者�
（英語学習歴４年以上の方）

４月期 15� 61,650円 50147

9月期 17� 69,870円 50197

1月期 11� 45,210円 50117

レベル4�
小学生クラス

Part�1
英検5級～4級

４月期 15� 61,650円 50148

9月期 17� 69,870円 50198

1月期 11� 45,210円 50118

レベル4�
小学生クラス

Part�2
英検4級～3級

４月期 15� 61,650円 50149

9月期 17� 69,870円 50199

1月期 11� 45,210円 50119

レベル4��
中高生クラス 英検5級～3級

中学生

17:40～20:20�
（150分）

４月期 15� 92,550円 51145

9月期 17�104,890円 51195

1月期 11� 67,870円 51115

レベル5 英検3級～準2級

４月期 15� 92,550円 51146

9月期 17�104,890円 51196

1月期 11� 67,870円 51116

レベル6 英検準2級～2級

高校生

４月期 15� 92,550円 52145

9月期 17�104,890円 52195

1月期 11� 67,870円 52115

レベル7 英検2級～準1級

４月期 15� 92,550円 52146

9月期 17�104,890円 52196

1月期 11� 67,870円 52116

レベル8 英検準1級～1級

４月期 15� 92,550円 52147

9月期 17�104,890円 52197

1月期 11� 67,870円 52117

※各学期の授業日程は116ページの小中高生英語プログラム概要をご覧ください。
※対象レベル欄の「英語学習歴」は週1〜2時間程度の学習を基準としています。
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授業内容
レベル1

英語学習が初めてまたは学習歴１年未満の方

楽しみながらたくさんの英語
に触れ、語彙を増やし、自分の
身の回りのことを伝えます

●���英語の音・リズムに慣れ、身体全体を使って英語に親しみます
●���フォニックスルールで、アルファベットの音と文字を結び付け、正しい発音を

学ぶとともに、読む練習をします
●���ゲームや歌・チャンツ・絵本など様々な活動を通し、たくさんの英語を聴き、発

話し、語彙を増やしていきます
●���単語や短い文で、自分のこと、身の回りのことを発表します

レベル2
レベル1修了者（英語学習歴2～3年の方）

たくさんの「聴く」「読む」活動
を通して、自分以外の物事も伝
えます

●���フォニックスルールを応用し、自分の力で読む活動を増やしていきます
●���語彙や表現の幅を広げ、書く練習も行います
●���相手に質問する練習をします
●���自分の身の回りのことから、自分以外の人々や、物事について伝える練習を

し、発表します

レベル3
レベル2修了者（英語学習歴４年以上の方）

たくさんの「聴く」「読む」活動
を通して、「話す」「書く」表現
を広げていきます

●���「聴く」「読む」「話す」「書く」様々な活動を通し、さらに表現の幅を広げていき
ます

●���質問に答えたり、相手に質問したり、コミュニケーションを豊かにします
●���現在のことだけでなく、これからのこと、過去のことなどを理解し、伝える練

習をし、発表します

レベル4　小学生クラス　Part 1
英検5級～4級

小学生のためのレベル4クラ
スです

●���レベル4（中高生クラス）で習得する内容を、2年間かけて学習します
●���Part1ではレベル4（中高生クラス）の前半部分を行います
●���中学1～2年レベルの英語を、小学生のためにわかりやすく、きめ細かく指導

します

レベル4　小学生クラス　Part 2
英検4級～3級

小学生のためのレベル4クラ
スです

●���レベル4（中高生クラス）で習得する内容を、2年間かけて学習します
●���Part2ではレベル4（中高生クラス）の後半部分を行います
●���中学1～2年レベルの英語を、小学生のためにわかりやすく、きめ細かく指導

します
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レベル4　中高生クラス
英検5級～3級

英語を活用するための基礎力
を養成するとともに、自ら学び
続ける力をつけます

●���中学1年～2年の英文法を1年間で整理、演習を行います
●���英語の語順を意識し、英語回路を作る音読トレーニングをします
●���多量の「聴く」「読む」を行い、様々な英語表現をインプットします
●���インプットした内容について、質問する、答える、自分の意見を伝えるなど英

語を使って「話す」「書く」活動を行い、定着を目指します
●���自立した学習者を目指し、自己学習の素地を作ります� �
（学習スケジュールの立て方、ノートの取り方、辞書の使い方、調べ学習、自宅
学習の方法など）

●���自分のこと、自分の興味のある分野について発表します

レベル5
英検3級～準2級

インプット量・アウトプット量
を増やし、英語を活用するため
の基礎力を強化するとともに、
発信の素地を作ります

●���中学2年～3年の英文法を1年間で整理、演習を行います
●���音読トレーニングでさらに英語の回路を構築します
●���「聴く」「読む」インプット量を増やし、語彙や構文を増強します
●���インプットした内容について、単語・短文から比較的長い文章で、自分の意見

を伝える、質問する、まとめる、情報を追加する練習をします
●���発信力を伸ばすとともに、思考力・分析力を養います
●���自分のこと、自分に興味のある分野について、主観的にだけでなく、客観的に

も考え、発表します
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レベル6
英検準2級～2級

高校受験から大学受験レベル
までの、さまざまな分野にわた
る英文に取り組み、使える英語
力の強固な土台を築きます

●���高校英文法を1年間で習得します
●���通訳メソッドを取り入れた音読トレーニングで、強固な土台を構築します� �
（音読、オーバーラッピング、シャドーイング、スラッシュリーディング、頭ご
なし訳、リテンション、日→英変換）

●���長文を速く・正確に読み取る、聴き取る練習をし、複雑な構造の文にも対応で
きる力をつけます

●���英文の論理的構造を学び、短文からパラグラフ作成のライティング演習を行
います

●���論理的思考力、分析力、表現力を養う練習をします
●���将来のこと、偉人、日本における問題などを考え、リサーチし、分析し、まとめ、

発表します

レベル7
英検2級～準1級

さらに幅広い分野の英文に取
り組み、大学レベルのアカデ
ミックな英語の活用を目指し
ます

●���通訳メソッドトレーニングを継続し、さらに英語を自動化します
●���速読力・精読力・聴き取り力を強化します
●���的確に質問する、答える練習を行い、スピーキング力を高めます
●���論理の構成、パラグラフの構成と展開方法を学び、パラグラフライティングを

行います
●���論理的思考力（クリティカルシンキング）、分析力、表現力を伸ばします
●���未知の分野についても英語で新たな情報を取得し、知識を拡げます
●���国際社会の中での日本、世界で起こっている様々な問題などを考え、リサーチ

し、分析し、まとめ、発表します

レベル8
英検準1級～1級

リスニング・リーディング・ス
ピーキング・ライティングのす
べてのスキルを強化し、高め、
大学レベル以上や海外留学、そ
して将来仕事で使えるレベル
の英語運用能力を目指します

●���新聞記事・エッセイなど様々な分野のリーディングを大量に行います
●���内容を読み取り、分析し、要約する力を高めます
●���ディスカッションで、論理的に意見を述べる演習を行います
●���英語で考え、英語で表現する力を養成します
●���未知の分野についても英語で新しい情報を取得し、情報を分析し、知識を広げ

ます
●���TOEFL�iBTテスト、IELTSテスト受験にも応用できる総合的な英語力を養い

ます
●���自分でテーマを見つけ、リサーチし、分析し、まとめ、発表します



お問い合わせ1 学習プランと
お見積り確認2 お申し込み・

学費お支払い3 レッスン
スタート4

- 121 -

１人ひとりにカスタマイズされたレッスンを提供します。

特色
●目標・現在のレベルに合わせ、最適な学習プランを作成します。
●目標達成のために、適切な講師（ネイティブスピーカー講師、日本人講師、またはその組み合わせ）を紹介

します。
●授業の効果を最大限に活かすため、授業外での学習方法を指導します。

主なレッスン内容
●社会人・大学院生・大学生対象

ビジネス 留学・就職準備
●ビジネス英語
●プレゼンテーション
●�ミーティング・テレカンファレンス
●ネゴシエーション

●�ビジネスライティング（Eメール・�
レポート・プロポーザルなど）

●専門分野の英語
●海外出張・海外赴任準備
●学会発表など

●�大学・大学院留学対策
●�TOEFL®テスト・
IELTS対策

●�短期留学・�
ホームステイ準備

●�英語での就職面接対策
●�英文履歴書作成など

英語力強化 検定試験対策
●コミュニケーション（会話）
●リーディング
●ライティング

●文法
●発音など

●TOEIC®テスト対策
●英検1次／2次対策
●国連英検A級・特A級対策など

●小中高校生対象
●学校の予習・復習� ●英検・児童英検対策� ●大学入試英語
●定期テスト対策� ●留学準備� ●スピーチコンテスト対策など

お申込み方法　～ご受講までの流れ～

プライベートレッスン

１．お問い合わせ　｢まずは、ご要望をお聞かせください。｣
｢日米会話学院　受講相談シート｣（学院窓口にて入手、または、当学院ホームページからダウンロード）に、�
目標・現在のレベル・学習内容・教材・レッスン日・時間帯等のご希望をご記入いただき、学院窓口、電話�

（03-3359-9621）、Eメール（privatelesson@nichibei.ac.jp）にて担当までお問い合わせください。
※レッスンをご希望の曜日・期間帯につきましては、第1〜第3希望までお知らせください。

２．学習プランとお見積り　｢最適な学習プラン・お見積りを作成します。｣
レッスン日・時間帯・担当講師につきましてはご相談の上、確定します。

３．お申込み・学費お支払い
学習プラン、見積書、ご受講に際してのお願い事項をご確認の上、受講申込書を提出し、学費をお支払いく
ださい。

４．レッスンスタート
｢受講相談シート｣のご提出からレッスンスタートまでは、原則として10日程度お時間を頂きます。

■その他プログラム
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学費
20,000円〜／1レッスン（90分）　※学費は消費税込みの金額です。
原則として、5レッスンからのお申込みとなります。
※最大25レッスン、8週間以内。ご要望に応じてご継続が可能です。

注1�教材費・各種添削料は別途ご請求いたします。また、特殊な教材については別途講師用教材費をいただくことがあります。
注2�授業外での添削や指導に対しては追加学費をいただきます。
注3�専門性の高い内容に関しては追加学費をいただくことがあります。

■ご検討に際して以下をご留意ください。

【レッスン日程の変更】
●�レッスン取消・レッスン日時の変更

レッスン日の前日（日・祝日を除く）17時までにお申し出ください。講師スケジュール調整の関係上、17時以降に�
お申し出の場合は、理由のいかんに関わらず学費の返金・繰越はお受けいたしかねます。

●�連絡方法
必ず当学院にEメール（privatelesson@nichibei.ac.jp）にてご連絡ください。ただし、当日のレッスン取消はお電話

（03-3359-9621）にて、学院の営業時間内にご連絡ください。講師への直接のご連絡は、お受けいたしかねます。
（営業時間：平日�9:00〜20:00、土曜日�9:45〜17:30）

●�変更回数
受講期間内でのレッスン日程変更は、レッスン5回につき1回までとさせていただきます。変更後の再変更はできま
せん。受講期間終了後の補講は、講師スケジュール等によりお受けできない場合があります。

【遅刻】
●�当学院へお電話にてご連絡ください。Eメールでのご連絡は受付いたしかねます。
●�遅刻による時間延長はいたしません。また、ご連絡なく30分以上遅刻した場合は欠席とみなされ、当該レッスンは�

中止となります。この場合、学費の返金・繰越の対象外とさせていただきます。

【講師都合による変更】
●�講師の急病、交通機関の影響などやむを得ない事情により、スケジュールが変更または休講となる場合があります。
●�受講更新時にやむを得ない事情で講師が変更になることがあります。

■学費納入、受講撤回について

【学費納入】
●�当学院より発送する「学費の納入案内」をご確認の上、レッスン開始日の3営業日前までに学費を納入してください。
●�学費納入をもって受講手続き完了といたします。振込手数料は受講者負担となります。
●�レッスン開始日の前日（日曜日および祝日を除く、以下同様）17時までに納入確認が取れない場合は、ご連絡の上、

振込領収書等を確認させていただく場合がございます。

【受講撤回時の取り扱い】（プライベートレッスンについてのみ適用）
●�レッスン開始日の前日（日・祝日を除く）17：00までの受講撤回

当学院所定の書類による申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。
●�レッスン開始後の受講撤回

学院所定の書類による申出にて、支払い済み学費から既受講分の学費（支払い済み学費÷授業回数×受講回数）と解
約手数料（5万円又は契約残額の未受講分の学費［支払い済み学費÷授業回数×未受講回数］の20％に相当する額
のいずれか低い額）を除いた額を返却します（学習指導の開始日から解除の申出日までの期間の授業料に未納があ
る場合は不足分及び解約手数料をお支払いいただきます）。また、申込者は本会に対し使用の有無に関わらず教材等
の買取を請求することはできないものとします。

●�学費の返却方法
原則、銀行振込にて返却します。
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特色

●�日曜、夏季、春季などに通常のプログラムを補うさまざまな短期のセミナー・講習を開催しています。
●�詳しくは時期ごとに作成する案内をご覧ください。

その他プログラム

短期セミナー・講習（概要）

主なレッスン内容

■社会人・大学院・大学生対象

開催時期 日曜：随時
夏季：8月中旬、春季：3月下旬 ご案内時期 日曜：随時

夏季：7月中旬、春季：2月下旬

●�通常学期の通学が困難な方、短期にまとまった学習をご希望の方、学院の授業を体験してみたい方のための日曜、夏
季、春季の集中セミナーです。

●�「自立英語学習法」、「通訳メソッドでリスニング・スピーキング強化」、「ビジネス英語」、「検定試験対策」などがあります。

■通訳翻訳セミナー

開催時期 随時 ご案内時期 随時

●�通訳翻訳ドリルを中心としたセミナーを開催します。
●�通訳訓練を体験されたい方、通常学期の通学が困難な方を対象としています｡

■小中高生対象

開催時期 7月中旬～8月中旬、3月下旬 ご案内時期 6月初旬、2月初旬

●�年３期（4月期、9月期、1月期）の小中高生英語（115ページご参照）を補う春季、および夏季講習を開催します。
●�｢初めて英語に触れる｣小学生、｢新学期へ向けスタートダッシュを目指す、または夏季・春季休みに復習、予習をしたい｣

中学生、高校生を対象に、さまざまな科目を開講します。
●�各科目では「学習した英語を使い、自分の考えを英語で伝えること」を目指します。
●�｢読んでわかる｣、｢聴いてわかる｣英語から、｢自分の考えを伝える（話す、書く）｣英語力を養成し、大学受験、そしてそ

の先の将来を見据えた真の英語力の習得を目指します。

詳細は、
学院ホームページ（www.nichibei.ac.jp）�または
短期セミナー・講習案内書�をご覧ください（案内時期：上記ご参照）。
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日米会話学院エントランス
1956年に神田今川橋から四谷に移転

日米会話学院四谷新校舎
（2008年竣工）

四谷駅前地区再開発のため
2016年に仮校舎に移転

受講生の増加に伴って四谷校舎を
建設（1966年〜 2006年）

日米会話学院　校舎ヒストリー

再開発後（イメージ）
当学院は高層棟右横の教育棟

3階に入居
（2019年10月竣工予定）
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1945年創立の英語教育のパイオニアとして培ってきたノウハウを活かし、グローバル化を担う人材の英
語運用能力を育成します。官庁、企業、団体のほか、大学（学生、職員、教員）など学校法人の英語研修も実施
しています。研修生数は約20,000人以上、団体数は700以上を数えます。

研修内容

法人のご要望に合わせ、以下の各研修からご選択できます。
法人内研修［企業・団体・大学等］　（講師派遣）

法人のご要望に最も適したオリジナル研修を企画、提供します。
●�1日セミナーから長期研修まで、また、グループレッスン、プライベートレッスンなどさまざまな研修に対応します。
●�研修目的、内容、英語力などにより、ネイティブスピーカー講師、日本人講師、両方の組み合わせなど、最も効果的

な講師をご案内します。

学院内研修 （通学制）

◆官庁企業３ヵ月プログラム（昼間週5日）

●�1945年からの伝統的なプログラムです。
●�ビジネス英語の総合力と対外交渉力を徹底して訓練します。
●�主にネイティブスピーカー講師が担当します。

◆４週間集中英語（法人コース：昼間週5日、夜間コース：週3日）　
※詳細は9〜16ページをご覧ください。

●�4週間の短期集中で海外赴任／出張、プレゼン準備などで役立つ英語の「発信力・表現力」を強化します。
●�ネイティブスピーカー講師と日本人講師が連携して、日本人学習者に最適な英語学習法を提供します。
●�法人コース（昼間週5日）、夜間コース（週3日）から選択できます。

◆既存プログラム内研修

当学院の多様なプログラムの中から、研修者の条件に合ったコース、科目を選択の上、受講します。

◆カスタマイズ研修

「法人内研修」の内容を法人のご要望にあわせ、学院内で提供します。

※�上記の各研修を組み合わせてご提供することもできます。

法人研修その他の特色

●併設の日本語研修所では成人外国人を対象とした実践的なビジネス、日常日本語の研修をしており、法
人からの研修生も多数、在籍しています。

●英語以外（中国語、スペイン語、ベトナム語、ロシア語等）の語学研修をご希望の法人には、多言語を展開
する語学研修先をご紹介します。

■法人英語研修

詳しくはお問い合わせください。

電話�03-3353-2957　Eメール�kenshu@nichibei.ac.jp
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法人英語研修

法人内研修［企業・団体・大学等］（講師派遣）
特色

●�幹部、内定者・新入社員研修から特定任務のためのスポット研修まで、ご要望にあわせて研修を企画し
ます。

●�初中級の段階での受信と発信をつなぐ即時応用練習の徹底による日本語から英語へのスムーズな発信
回路作りから、上級のプレゼンテーション、ケース・スタディ、リーダーシップ研修までをカバーします。

●�大学等、学校法人を対象に、グローバル化に備えたさまざまな研修も実施しています。

研修例
�企業・団体等法人研修

●幹部・幹部候補者研修
取引先・スタッフを説得する、ミーティングの参加者の意見をまとめて建設的な結論を導きだす、取引先との信頼関係を築くなど、論
理的で説得力ある英語コミュニケーション力を習得し、リーダーシップスキルを充分に発揮できることを目指します。

●海外赴任・海外出張準備研修
現地スタッフと円滑なコミュニケーションを取る、スモールトークを活用してクライアントとの信頼関係を築く、論理的で明快なプレ
ゼンテーションを行う、短時間でEメール・報告書を作成する等の英語力を限られた時間で習得します。

●全社員英語力底上げ研修

◆ビジネスコミュニケーション
自己紹介・会社の紹介、会話を始める・発展させる・終了させる、製品・サービスについて話す、苦情に対応する、今後の計画につ
いて話すなど、積極的かつ友好的なコミュニケーションのコツを学びます。

◆ビジネスEメール研修
目的別メール（通知、問い合わせ、依頼、苦情、謝罪等）の書き方、相手や状況に合わせた適切な語彙・表現の使い方、フォーマル度
の使い分けなど、英文Eメールの構成を理解したうえで頻出表現を効果的に使い、短時間でメールを書くスキルを習得します。

◆自立英語学習法セミナー
英語力・目的に合った効果的な学習法の選択の仕方、継続して学習するためのコツ、習熟度にあわせた学習法の見直しと改善
など、多忙な社会人が必要とする英語力を身につけるための効果的かつ継続的な自立英語学習法をアドバイスします。

（株式会社リクルート・マネジメント・ソリューションズとの共同開発プログラムです。）

●内定者・新入社員研修
業務の依頼・問い合わせ・許可・説明・提案、電話応対などのビジネスの場での基本的な語彙・定型表現が使えるよう、早い段階から実
践的トレーニングを行います。また、相手を理解できない時や、上手く伝えることができない時の対応法も学びます。

● 特定任務のためのスポット研修 －テレカンファレンス・プロジェクトマネジメント・クリティカルシンキング研修など－
グローバルプロジェクトに積極的に参加し、流れをリードし、結論を導きだすために必要なスキルを総合的に習得します。

● TOEIC® テスト対策
模擬テストを通してテストテーキングスキルをマスターすると同時に、自分の英語力の弱点を補強し、テストスコアの獲得のみに終
わらない「本物の英語力」の習得を目指します。

大学等・学校法人研修

●教員対象研修
英語で授業を行うための「ティーチングスキル研修」、海外での学会発表準備のための「プレゼンテーション研修」、海外提携校との共
同事業のための「チームワーク研修」、学術論文の構成・表現の洗練ための「論文ライティング研修」などがあります。

●職員対象研修
外国人教員、留学生とのやりとりを円滑にする「コミュニケーション研修」、海外提携校・団体との連携強化のため「プロジェクトマネジ
メント研修」などがあります。

●学生対象研修
就活に備えた「TOEICⓇテストスコアアップ研修」、理系学生を主な対象とした「英語発信力強化研修」、グローバルリーダーの素地を
築く「異文化理解研修」、「クリティカルシンキング研修」、「英文履歴書・採用面談研修」などがあります。
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法人英語研修

学院内研修（通学制）

◆官庁企業３ヵ月プログラム （昼、週5日）

特色

●ビジネス英語の総合力と対外交渉力を徹底して訓練します。
●�学院での学習に加え、予習、復習、レポート作成、ディベート準備など週20時間程度の自宅学習が必要と

なり、学習密度は欧米大学院留学に準じるハードなスケジュールとなっています。
●�10週目に最後のまとめとして合宿研修を行います。授業中に行われた事前準備を基に「模擬国際会議」を

開催し、各委託生がスピーチ、分科会での討議、ディベート、円卓会議、コミュニケの発表などを行います。

プログラム概要

開講月 4月、7月、10月、1月
履修期間 3ヵ月（10週）
授業時限数 400時限／3ヵ月（1時限45分）
授業日 月～金曜日（週5日）
授業時間帯 9：15～16：50（1日45分授業8回）
授業日程 4月期 2018年4月11日（水）～6月22日（金）� 休み：4/30、5/3、5/4

7月期 2018年7月6日（金）～9月14日（金）� 休み：7/16
10月期 2018年10月4日（木）～12月14日（金）�休み：10/8、11/23
1月期 2019年1月9日（水）～3月22日（金）� 休み：1/14、2/11、2/22

レベル TOEICテスト�500～800点程度
※上記以外の英語力の方への対応も可能です。担当者宛て、ご相談ください。

定員／
クラス編成

定員1クラス10名程度（クラスの人数は学期ごとに異なりますが、5～10名程度と
なります。）
※複数クラスの場合、英語力により、レベル別のクラス編成を行います。

講師 当学院講師約8名が担当します（うち、英語を母語とする者約6名）。
使用言語 主として、英語。

授業科目
●�ビジネス英語の訓練（週10時限）
●スピーチ＆プレゼン（週6時限）
●�模擬国際会議準備（週4時限）
●�ディベート（週4時限）
●�文法と用語法練習（週4時限）

●交渉力訓練（週4時限）
●ビデオでのリスニング（週4時限）
●リスニング（週2時限）
●時事問題の読解討議（週2時限）
●�ケーススタディ（週4時限）

※受講者のレベル（クラス）により、受講科目の組み合わせが異なる場合があります。

◆４週間集中英語 （法人コース：昼間週5日、夜間コース：週3日）
詳細は9〜16ページをご覧ください。
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◆既存プログラム内研修 （早朝／昼／夜／土／日、週1～5日、3ヵ月）

特色

●�当学院の多様な通学制の英語プログラムの中から、目的、レベル、時間帯など、研修する方の条件にあっ
たコース、科目を選択の上、受講できます。

●早朝、夜間、土曜、日曜など、勤務時間と重複しない時間帯での履修が可能です。
●�クラス内では他の法人からの研修生、私費の受講者とも一緒に授業を受けることができるので、異業種

間での情報交換の場ともなっています。

プログラム案内

ビジネス英語
●ビジネス英語 早朝／夜／土、週1日～、3ヵ月

総合力養成

●3ヵ月集中英語
昼間コース 週5日
夜間コース 週4日

スキル・テーマを絞って履修
●スキル・テーマ別英語 早朝／昼／夜／土／日、週1日～、3ヵ月

検定試験対策
● TOEICⓇテスト・TOEFLⓇテスト・IELTS・英検・国連英検・�
スピーキングテスト

昼／夜／土、週1日～、3ヵ月

通訳者養成
●通訳メソッド活用コース 昼／夜／土／日、週1日～、3ヵ月
●通訳コース 火・木または土、週2日または1日、6ヵ月
●選択科目 昼／夜／土、週1日～、3ヵ月

専門分野
●大学院留学準備 夜、週2日、3ヵ月
●国際教養講座(School�of�International�Studies) 昼／夜／土／日、週1日～、3ヵ月

日本語研修所（成人外国人対象）
●レギュラープログラム 昼、週5日、3ヵ月～
●パートタイムプログラム 昼／夜／土、週1日～、3ヵ月
●プライベートレッスン 随時

◆カスタマイズ研修
「法人内研修」（126ページ）の内容を学院内で提供します。

詳しくはお問い合わせください。

電話�03-3353-2957　Eメール�kenshu@nichibei.ac.jp
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講師紹介
以下68名の講師が担当します（うち、英語を母語とする講師28名）。
当学院での教鞭のほか、大学やビジネス界でも活躍しています。担当講師はプログラム、学期により異なります。

担当プログラム
プログラム略称 該当プログラム

カリキュラム制 4週間集中英語、3ヵ月集中英語、大学院留学準備

選択制 ビジネス英語、スキル・テーマ別英語、検定試験対策

通訳者養成 通訳メソッド活用コース、通訳コース、選択科目

グローバル人材育成 国際教養講座

小中高生 小中高生英語

※�その他プログラム（プライベートレッスン、短期セミナー・講習）、法人英語研修の講師はそれぞれの案内書、また
は学院ホームページ（www.nichibei.ac.jp）をご覧ください。

講師名（ABC順） 経 歴

担当プログラム
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
制

選
択
制

通
訳
者
養
成

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成

小
中
高
生

ALACHIOTIS,�WILLIAM ヨーク大学(カナダ)卒（環境学-教育・文化-）。大学にて教鞭を取る。ヤング
ラーナーへの英語教育に情熱を傾ける。 ● ●

ALLEN,�SARAH シカゴ大学大学院修士課程修了（人文科学）。フロリダ大学卒（哲学）。フリー
ランス翻訳家。 ●

ASAO,�FUMIE
浅尾�文恵

千葉大学卒（教育学部にて、英語学、特に音声学、脳と言語の関係を学ぶ）。フ
ランス語、ドイツ語を習得し、東京大学教養学部にて研究生として、古典ギリ
シャ語、ラテン語を学ぶ。官公庁、公開講座でのフランス語指導を始め、語学
学習者が英語、フランス語などを効果的に学習できるように、サイトトランス
レーションやシャドーイングを授業に取り入れて指導。

● ● ●

BOGENSCHULTZ,�MARK ウィスコンシン大学マディソン校卒（教育学）。明治大学中野高校講師。 ●

BOWLER,�JOHN ワシントン大学大学院修士課程修了（日本語／文学）、プロビデンス大学卒
（歴史学）。フリーランス翻訳者。 ●

CANNELL,�DAVID
カリフォルニア大学アーバイン校東アジア言語・文学博士、セントジョーンズ
大学大学院修士課程修了（人文科学）。東京医科歯科大学国際交流センター
准教授。

●

CARGOS,�KELLY 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。 ● ● ●

CARROLL,�STEVEN ワシントン州立大学大学院修士課程修了（英語）、オレゴン大学卒（英語）。 ●

CHEN,�AMIS マルチメディア大学（マレーシア）修士課程修了（MBA）。様々な教育機関に
て英語教育を担当。 ● ● ●

CHIDA,�HIROKO
千田�浩子

シカゴ大学大学院修士課程修了（人文科学）、白百合女子大学卒（英文学）、当
学院同時通訳科卒。フリーランス会議通訳者、株式会社シームレス通訳サー
ビス代表取締役社長。

●

COWAP,�STUART ボーンマス大学卒（コミュニケーション･情報システム）。 ● ●
CURTIS,�CONOR エマーソン大学卒（マーケティングコミュニケーション学）。 ● ●
DECKER,�MARY�ANN ハワイ大学大学院修士課程修了（ESL）。聖心女子大学客員教授。 ●

DEMKO,�ANTHONY ワシントン大学大学院修士課程修了（中国文学）、ミラーズビル大学卒（フラ
ンス語）。 ● ●

FREEMAN,�JOHN ハワイ大学大学院修士課程修了（ESL）、ハワイ大学卒（日本語）。フリーラン
ス会議通訳者、東京大学大学院特任教授。 ●

FUJIKURA,�HIROMI
藤倉�浩美 津田塾大学卒（英文学）。 ● ● ●

HASHIMOTO,�NAOYA
橋本�直也

ユダヤ神学校〔米国〕修士課程修了（ユダヤ学）、メリーランド大学大学院修士
課程修了（政治学）。ニューヨーク市立大学大学院博士課程（政治学）に学ぶ。
筑波大学卒（西洋哲学）。フリーランス翻訳者・英語インストラクター。元米国
ニューヨーク州人材紹介会社勤務。

● ●
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講師名（ABC順） 経 歴

担当プログラム
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小
中
高
生

HÜG,�JOE

コロンビアサザン大学大学院修士課程修了（MBA）、テンプル大学大学院修
士課程修了（EMBA）、フェニックス大学大学院博士課程在学中（組織行動）。
メディカルプロバイダーとしてキャリアをスタートし、大学講師（医療／ビジネ
ス）。ビジネスセミナー、短期／長期集中研修、グローバル企業経営幹部から
新入社員に至るコンサルティングを実施。

● ● ●

ICHIMURA,�AYAKO
市村�文子

シカゴ大学大学院修士課程修了（人文科学）、成城大学卒（経営）、当学院同時
通訳科修了。大手建設会社にて役員秘書、コンサルティング会社にてコンサ
ルタントを経験。

●

INABA,�MARIKO
稲葉�麻里子

シティ大学大学院アート・マネジメントディプロマ課程修了。日本女子大学卒
（アメリカ研究）。当学院同時通訳科卒。東京工業大学非常勤講師。 ●

ISOMURA,�UZUKI
磯村�雨月

東京大学大学院博士課程単位取得、同大学大学院修士課程修了（言語学）、
立教大学（英米文学）および東京大学卒（言語学）、当学院同時通訳科卒。フ
リーランス会議通訳者、NHK放送通訳者。

●

IVANICK,�LORING オハイオ州立大学大学院修士課程修了（ドイツ語）、同大学院博士課程に学
ぶ。ニューヨーク大学卒（ドイツ語、政治学）。 ● ●

IWASE,�MASUMI
岩瀬�ますみ

関西外国語大学卒（英米語学）、ガスタバス・アドルファスカレッジ留学。企業・
大学にて豊富な指導歴を持つ。 ●

JONES,�KEVIN エヴァーグリーン州立大学卒（コミュニケーション／メディア）。江戸川区文化
センター講師。 ● ●

KIM,�REIBI
金�鈴美

サンフランシスコ大学大学院修士課程修了（TESL）、共立女子大学卒（英文
学）。当学院同時通訳科卒。 ● ● ●

KIMANI�WAKUI,�RIE
キマニ涌井�理恵

コロンビア大学大学院修士課程修了（TESOL）、エッカード大学卒（国際関
係）。 ●

LIM,�ROBERT ハル大学卒（東南アジア地域および言語研究）、Cambridge�CELTA。 ●

MATSUZAKI,�HIROSHI
松崎�浩

慶應義塾大学経済学部卒業、米国ノースウエスタン大学大学院経営学修士
課程（Kellogg�Graduate�School�of�Management）（MBA）、一般社
団法人�日米協会理事、神奈川大学工学部経営工学科�講師（2010〜）、日
本ブルガリア協会会員。モービル石油（株）勤務を経て、米国モービルオイル
本社元Executive�Coordinator、IIBC元専務理事・事務局長、国立ソフィア
総合経済大学大学院（在ブルガリア）Managerial�Skills�Development�
Center�Project、元Chief�Coordinator（JICA� 長 期 専 門 家 ）、British�
School�in�Tokyo元事務総長、アジア教育友好協会元専務理事。講演・執筆

「A�Thought�on�Globalized�Mind」；米国務省派遣団体「A�Teacher�
Grant�Program」の 来 日 グ ル ー プ 対 象。「Japan,�a�Globalized�
NationーIs� It?」（日本トルコ中央アジア友好協会@イスタンブール）。「ブ
ルガリアの近代化への挑戦と国際コミュニケーション」（拓殖大学・「世界の中
の日本」講座）。「グローバル人材と英語コミュニケーション」（月刊人材教育、
日本能率協会）。

●

MEYER,�THOMAS
ケンブリッジ大学大学院修士課程修了（教育研究論）、エセックス大学大学院
修士課程修了（人権）、ネブラスカリンカーン大学卒（国際関係）。津田塾会、
津田塾大学で教鞭をとる。オックスフォード大学大学院博士課程在籍中（教育
学）。

● ● ●

MURAMATSU,�TAKESHI
村松�剛

上智大学卒(外国語学部英語学科)。様々な教育機関で試験対策講座を中心
に指導。 ● ● ●

NAKAHORI,�KEIKO
中堀�敬子

国際基督教大学卒（言語・コミュニケーション）。The�University�of�Sydney
で学ぶ。現在、テンプル大学ジャパン大学院修士課程（TESOL）に在籍。イギ
リス、オーストラリアでの10年におよぶ在留経験を生かし、フリーランス通訳
として活躍する他、司会業も行う。

● ●

NAKAMURA,�REIKO
中村�玲子

九州大学大学院法務博士。イリノイ工科大学大学院法務博士。セントマイケ
ルズ大学大学院修士課程修了（TESL）。東京女子大学文理学部卒、当学院同
時通訳科卒。法務通訳者、翻訳家。

●

NAKAMURA,�YUKO
中村�優子

立教大学大学院博士後期課程修了。博士号取得（異文化コミュニケーション
研究）。コピーライター、PRスペシャリストとしての前職を活かし、異文化理
解も含めた英語教育を実施。

●

NISHIOKA,�NOBUKO
西岡�伸子 津田塾大学卒（英文学）。 ● ●

NOGUCHI,�YUKIKO
野口�由紀子

ハーバード大学大学院修士課程修了（国際教育）、タフツ大学フレッチャース
クール法律外交大学院修士課程修了（国際関係学）、神戸女学院大学卒（英
文学）、元海外技術者研修協会英語通訳者。フリーランス会議通訳者。

●

NORTH,�KARINA ハダーズフィールド大学卒（応用栄養学）。外務省英語研修担当。 ●
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OI,�TAKASHI
大井�孝

パリ第2大学国家博士（政治学）（仏政府給費生）、早稲田大学院博士課程修了
（政治学）、コロンビア大学大学院修士課程修了（政治学）（フルブライト給費
生）、早稲田大学卒（政治経済学部）。元米国務省言語サービス課嘱託通訳、
英仏語会議通訳、東京学芸大学名誉教授。早稲田大学、上智大学、津田塾大
学、明治学院などで元非常勤講師。米国NY州Elmira�College元理事、同大
学名誉人文学博士。一般社団法人日米協会理事、元フルブライト給費留学生
選考委員、現仏政府給費留学生選考委員、公益財団日仏会館諮問委員。公益
財団大学セミナーハウス評議員、元国際教育振興会理事長・日米会話学院学
院長、現同顧問。
これまで通訳を務めた著名人は、ガルブレイス、ブレジンスキ、ウオルト・ロス
トウ、ハンス・モーゲンソ―、アラン・ドロン、レイモン・バール仏首相など。主著
『欧州の国際関係�1919-1946�フランス外交の視角から』（たちばな出
版）、英仏書共訳、D.�リースマン『個人主義の再検討」（下）』、C.�ジュリアン

『アメリカとは何か』、F.�ゴルキン『トロッキーの暗殺』、J.�ガルブレイス他　
『限りなき危機』、論文「世界化と外交」他。刊行準備中、M.フロケ『悲しきア
メリカ』土屋元との共訳。『米国史入門』斉藤洋果との共著。

● ●

OKAMOTO,�KEIKO
岡本�恵子 津田塾大学卒（英文学）。フリーランス翻訳家。 ● ● ●

OKAMURA,�NAOTO
岡村�直人

早稲田大学大学院修士課程修了（国際関係）。獨協大学卒（異文化コミュニ
ケーション）。当学院同時通訳科卒。
Wall�Street�Journal、ロイター通信や日経新聞英文編集部において翻訳・
取材・英文記事作成・編集業務を経て、現在フリーランスの翻訳者・英文ライ
ター。

● ●

OKANO,�MAKOTO
岡野�誠 東京外国語大学卒（ヒンディー語）。 ●

OOSHIMA,�MARIKO
大島�万里子

コロンビア大学大学院修士課程修了（TESOL）、津田塾大学卒（国際関係）。
英語教育機関にて通訳者養成コース担当、フリーランス通訳者。 ●

OYAMA,�KATSUAKI
小山�克明

テンプル大学大学院修士課程修了（TESOL）、早稲田大学卒（生体機能学）。
日本大学、関東学院大学、明海大学、東京理科大学大学院非常勤講師。著書：

「新TOEICテスト900点突破20日間特訓プログラム」（アルク）、「改訂版�
3週間で攻略�TOEICテスト730点！」（アルク）。

●

PIETZ,�JOHN サンフランシスコ州立大学卒（米国史）。 ●

RITTER,�ERIC コロンビア大学大学院修士課程修了（国際情勢）。ニューヨーク州立大学卒
（経済学）。 ● ●

SAGAWA,�KENNETH ウィスコンシン大学大学院博士課程に学ぶ（アジア史）、カリフォルニア大学
大学院バークレー校修士課程修了（アジア史）、�ハワイ大学卒（アジア史）。 ●

SAKATA,�HIROKO
坂田�浩子

聖心女子大学卒（英語英文学）、当学院同時通訳科卒。フリーランス会議通訳
者。 ●

SANDOZ,�PHILIP 上智大学卒（国際コミュニケーション）、ギルドホール大学卒（音楽）。フリーラ
ンスライター。 ●

SEELEY,�SCOTT 上智大学卒（心理学）。 ●

SETO,�SUMIHIKO
瀬藤�澄彦

パリ大学Ⅰ政経学部・大学博士課程中退（国際経済関係論）、早稲田大学法学
部卒業（法学士）、パリクラブ（日仏経済交流会）前会長・日仏経済フォーラム
現議長（2017年4月〜）、帝京大学経済学部・大学院教授、諏訪東京理科大
学講師、リヨン政治大学院（IEP）などで教鞭、ジェトロ・パリ・リヨン・モントリ
オール・アルジェ駐在、フランス経済財政産業省・対外経済関係局（DREE）対
日顧問。著書：『フランスはなぜショックに強いのか〜持続可能なハイブリッド
国家』単著・文眞堂（2017年）、『日EU経済連携協定が意味するものは何か』
共著・ミネルヴァ書房（2016年）、『多国籍企業のグローバル価値連鎖〜国
際戦略理論の系譜』単著・中央経済社（2015年）、『フランスの流通・政策・企
業活動』共著・中央経済社（2015年）、『都市交通とコンパクトシティ』共著・
中央経済社（2015年）、他。2015年1月9日国際問題研究所主催・日仏有
識者「日仏対話週間」のパネリスト、他講演・執筆多数。

●

SHARP,�CONAN ポートランド州立大学卒（経済学）。 ● ● ●

SHIBATA,�SHINICHI
柴田�真一

NHKラジオ講座「入門ビジネス英語」講師、目白大学英米語学科教授。上智
大学外国語学部卒、ロンドン大学経営学修士（MBA）。専門は金融経済・ビジ
ネス英語、国際ビジネスコミュニケーション。みずほフィナンシャルグループ
勤務を経て、2012年より現職。海外勤務（ロンドン15年、ドイツ5年）等で
培った豊富なビジネス経験をベースにした実践的な授業が持ち味。神田外語
キャリアカレッジ顧問、一般社団法人ビジネススキル協会代表理事として社
会人の人材育成にもかかわる。

●
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講師名（ABC順） 経 歴

担当プログラム
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
制

選
択
制

通
訳
者
養
成

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成

小
中
高
生

STILWELL,�PHIL
カンザス大学修士課程修了（TESOL）。同大学卒（哲学）。学習院大学でマク
ロ経済学、東京大学でスピーチの教鞭を取る。これまで学会、企業、官庁など
で数年に渡り論理的思考を教える。

● ● ●

SUZUKI,�SHIGERU
鈴木�滋

カリフォルニア州立サンホセ大学大学院修士課程修了（TESOL）、亜細亜大
学卒（経営学）。 ● ●

TAKAHASHI,�IKUYA
高橋�郁弥

ロンドン大学大学院修士課程修了（国際学と外交）、上智大学卒（英文学）、ソ
ルボンヌ大学フランス文明講座最上級ディプロム、当学院同時通訳科卒。通
訳案内士（英語・仏語）、DALF�C1。元JICE研修監理員（英語）。

● ● ● ● ●

TAKEBE,�YASUE
武部�恭枝

シカゴ大学大学院修士課程修了（人文科学）、上智大学大学院修士課程修了
（国際関係論）、上智大学外国語学部卒（英語）、当学院同時通訳科卒。フリー
ランス会議通訳者、株式会社プライムコーポレーション代表取締役、コミュニ
ケーション戦略コンサルタント、ヒューマニティーズ研究会主幹。

●

TAMURA,�TOMOKO
田村�智子

ハーバード大学大学院修士課程修了（法律学）、ミシガン大学大学院修士課
程修了（言語学）、上智大学外国語学部卒（英語）。国際基督教大学教養学部
客員教授（通訳翻訳学）、早稲田大学大学院国際コミュニケーション研究科、
東京外語大学大学院総合国際学研究科およびグローバル人材育成言語教育
プログラム、上智大学公開学習センター講師。元ミシガン大学附属英語研修
所講師。会議通訳、司法通訳、通訳案内士。「同時通訳が頭の中で一瞬でやっ
ている英訳術リプロセシング」（三修社）・「同時通訳が頭の中で一瞬でやって
いる英訳術リプロセシングドリル」（三修社）・「Who�Is�the�Declarant�of�
the�English�Translation�of�the�Defendant's�Out-of-Court�Foreign�
Language�Statement?�An�“Authenticated�Conduit”�Theory」
(Harvard�University�Extension�School,�Guide to ALM Thesis: 
Model Thesis in Social Science)�他、著書多数。

●

TANAKA,�AKIKO
たなか�暁子

ゴールデンゲート大学大学院修士課程／MBA修了（国際経営学）、同
大学卒（ビジネス）。マーケティング・コンサルティング会社All�Rights�
International�Co,Ltd.代表。明治学院大学国際学部、上智大学講師。共著：

「初めての英語ネゴシエーション」（語研）、「今すぐ書ける英文レター・Eメー
ル表現集」（語研）。

● ● ●

TOMINAGA,�MASAYUKI
冨永�正之

青山学院大学卒（英米文学）。元在日アメリカ大使館広報・文化交流局通訳
官。 ●

TSUSHIMA,�REIKO
津島�玲子

サンフランシスコ州立大学大学院修士課程修了（TESOL）、津田塾大学卒
（国際関係学）。 ●

TSUCHIYA,�HAJIME
土屋�元

パリ第10大学大学院DEA課程修了（経済・組織・社会）、東京都立大学大学
院博士課程単位取得（経済学）、京都大学卒（経済学部）。関東学院大学講師、
仏検1級（栄誉賞受賞）、DALF。刊行準備中、M.フロケ『悲しきアメリカ』�大
井孝との共訳。幼少時の9年をフランスで過ごし、幼稚園から中学まで現地
校で教育を受ける。帰国後、日本の中・高・大学を経て電機メーカーに勤務（5
年）。日仏の社会・文化の比較および両国間の交流について関心をもって研究
中。

●

UCHIDA,�ERI
内田�絵梨

シドニー大学大学院修士課程修了（現代美術）、慶應義塾大学卒（政治学）。英
語教育機関にて英語コース担当。 ● ●

UENO,�MIHO
上野�美保 日本女子大学卒（英文学）、当学院同時通訳科卒。フリーランス会議通訳者。 ●

VAN�CLEAVE,�GRETCHEN インディアナ大学大学院修士課程修了（英文学）、同大学卒（英文学）。早稲田
大学、法政大学講師。 ● ●

WAKUI,�FUMI
和久井�ふみ

カリフォルニア州立大学大学院修士課程修了（TESOL）、フェリス女学院大
学卒（英文学）。 ● ●

YAMANOUCHI,�ETSUKO
山之内�悦子

ブリティッシュ・コロンビア大学大学院修士課程修了（教育社会学）、慶応義塾
大学卒（英米文学）。元サイモン・フレーザー大学生涯教育学部通訳者養成講
座主任講師、フリーランス通訳・翻訳者。著書「あきらめない映画」。

●

YOSHIDA,�MORITOSHI
吉田�守利

アイダホ州立大学大学院修士課程修了（TESL）、明治大学卒（英米文学）。東
洋大学、明治大学、白鴎大学非常勤講師。 ●

YOSHINO,�MAKIKO
吉野�舞起子

コロンビア大学ティーチャーズカレッジ大学院教育学博士。早稲田大学講師、
コロンビア大学ティーチャーズカレッジ大学院エルベンウッド研究所研究員。 ● ●
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募集要項
［カリキュラム制、選択制、通訳者養成（通訳メソッド活用コース・選択科目）、
グローバル人材育成、小中高生英語の各プログラム共通］
注）短期セミナー・講習の募集要項はそれぞれの案内書、または学院ホームページ（www.nichibei.ac.jp）をご覧ください。

●受付から開講までの流れ

早期受付締切日
までにお申し込み a

プログラム／コース／
科目等の成立の可否を

学院より発送
a ご確認後

学費納入 a 開講

※ご自分の受講レベルを確認したい方を対象にレベルチェックテスト（無料）を実施しています。（次ページ、ご参照）
※定員に余裕のあるプログラム／コース／科目は早期受付締切日後、開講後も継続して募集を行います。

●2018年度募集日程
1．申込順の受け付けで、定員に達し次第、締め切ります。
2．早期受付締切日の時点での申込者数により、「プログラム／コース／科目の成立・不成立」を決定します。

お早めに、また、なるべく早期受付締切日までにお申し込みください。
3．定員に余裕のあるプログラム／コース／科目は早期受付締切日／開講日以降も継続して募集を行います。
4．開講後の中途受講（授業回数分のお支払い）もできます（137ページご参照）。

学期 受付開始
早期受付締切日

（プログラム／コース成立・不成立を決定。
早期申込割引2,000円が適用。）

4月期 � 2月19日（月） � 3月23日（金）
7月期 � 5月14日（月） � 6月22日（金）

10月期 � 8月20日（月） � 9月21日（金）
1月期 11月12日（月） 12月21日（金）

注1.�早期受付締切日までにお申し込みの方には、早期申込割引2,000円（複数のプログラム／コース／科目に申し込み
の場合は、それぞれについて2,000円の割引）が適用されます（4週間集中英語は対象外）。

注2.�４週間集中英語の募集日程は上記とは異なります。10ページをご覧ください。

注3.�小中高生英語の募集日程及び早期受付締切日は上記とは異なります。116ページをご覧ください。
注4.�プログラム／コース／科目の空き状況につきましては当学院まで電話にて（03-3359-9621）お問い合わせください。

●受講申込
所定の「受講申込書」（当学院窓口にて入手、または、当学院ホームページからダウンロード）にご希望の
プログラム／コース／科目のコード・名称および必要事項を記入し、当学院窓口に提出するか、Eメール

（info@nichibei.ac.jp）または学院ホームページからお申し込みください。FAX（03-3353-8908）
でのお申し込みもできます。
※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）で当学院までご連絡ください。

注1.�受講申込書の検定試験スコア覧にTOEFLテスト・TOEICテスト等のスコアをご記入ください。スコアによってはご希望のプログラム／
コースを受講できないこともあります。あらかじめご了承ください。

注2.�プログラム／コースの選択にあたっては各プログラムの英語のレベルと授業内容をよくご確認ください。
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●プログラム／コース／科目成立のご案内
早期受付締切日から2日後を目処に、当学院よりプログラム／コース／科目成立の可否、学費納入、開講、�
教材の購入等の案内を郵送します。

注1.��申込者数により、プログラム／コース／科目が成立しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
注2.��早期受付締切日以降にお申し込みの方には、随時、受講案内をお送りします。

●学費納入
当学院より発送する「プログラム／コース／科目成立等のご案内」、「学費納入案内」等をご確認の上、指定日
までに学費を納入してください。指定日までに学費を納入できない場合は必ず、電話（03-3359-9621）、
またはEメール（info@nichibei.ac.jp）にて当学院までご連絡ください。ご連絡なく指定日までに学費の�
納入がない場合は受講辞退となりますのでご注意ください。学費納入をもって受講手続完了とします。（振
込手数料は受講者負担となります。）
※�学費ローン：信販会社（ジャックス）の学費ローンが利用できます。実質手数料は7.5％です（2018年2月時点）。

●教材について
教材は原則として大手書店、またはオンライン書店にてご購入ください。詳細については、上記「プログラ
ム／コース／科目成立等のご案内」同封の「使用教材」欄をご確認ください。

●レベルチェックテスト（無料）
ご自分の英語力を確認したい方を対象にレベルチェックテストを実施しています。

2018年度レベルチェックテスト日程
4月期 7月期 10月期 1月期

3月� 3日（土）10:00～ 6月� 2日（土）10:00～ 9月� 1日（土）10:00～ 12月� 1日（土）10:00～

3月� 9日（金）19:00～ 6月� 8日（金）19:00～ 9月� 7日（金）19:00～ 12月� 7日（金）19:00～

3月10日（土）10:00～ 6月� 9日（土）10:00～ 9月� 8日（土）10:00～ 12月� 8日（土）10:00～

3月16日（金）19:00～ 6月15日（金）19:00～ 9月14日（金）19:00～ 12月14日（金）19:00～

3月17日（土）10:00～ 6月16日（土）10:00～ 9月15日（土）10:00～ 12月15日（土）10:00～

※上記の日程以降にも、レベルチェックテストを行う予定です。最終のテスト日以降、当学院ホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わ
せください。

※小中高生英語のレベルチェックにつきましては、担当までご確認ください。

試験内容：当学院作成のマークシート形式100問、100点満点の試験で、「語彙・文法・聴き取り」の3つの英語力を判
定します（所用時間約1時間20分）。

結果通知：TOEICテスト・TOEFLテストへの換算（参考値）も含め、各試験日の3日後に当学院よりメールまたは郵送し
ます。

試験会場：当学院（会場は試験当日、1階ロビー掲示板にてお知らせします）
申し込み：受験を希望される方は各試験日の前日までに電話（03-3359-9621）、Eメール（info@nichibei.ac.jp）�

または窓口にてお申し込みください。
※Eメールでお申し込みの場合は、必ず、氏名（フリガナ）、ご希望のテスト受験日、ご連絡先の電話番号をご記載ください。

※�通訳コースをご希望の方は、135〜136ページに記載の通訳コースレベル分けテストをご受験く
ださい。
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募集要項 ［通訳者養成プログラム（通訳コース）］

●受付から開講までの流れ

各テスト日
前日までに受験
お申し込み

a
通訳コース
レベル分け
テスト受験

a 結果発表 a 学費納入 a オリエンテーション�
／開講

●受講申込
所定の「受験願書」（当学院窓口にて入手、または、当学院ホームページからダウンロード）に必要事項を
記入の上、テスト日前日（日曜・祝日を除く）までに受験料（3,000円）を添えて、当学院窓口にてお申し込
みいただくか、Eメール（info@nichibei.ac.jp）や学院ホームページからお申し込みください。FAX（03-
3353-8908）でのお申し込みもできます。

注1.��学院ホームページ、Eメール、FAXまたは郵送でお申し込みの場合、受験料は下記口座にお振込みいただくか、テスト日に窓口でお支払い
ください。また、FAXでのお申し込みの場合は受信確認のため、送信後、電話（03-3359-9621）で当学院までご連絡ください。

【振込先】　三井住友銀行麹町支店　　一般財団法人国際教育振興会　　普通預金2618244�
　　　　　振込人氏名の前に“CIS”と入力してください。振込手数料は申込者負担となります。

注2.��学院ホームページ、Eメール、FAXまたは郵送でお申し込みの場合は、後日受験票をお送りします。ただし、テスト日直前のお申し込み
の場合は受験票をお預かりし、テスト日に窓口でお渡しすることもあります。

※�通訳コースレベル分けテスト（受験料3,000円）は134ページに記載のレベルチェックテスト（無料）と
は別のテストになります。お申し込み、ご受験の際はご注意ください。
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●2018年度通訳コースレベル分けテスト日程
各テスト日前日（日曜・祝日を除く）までにお申し込みください。

レベル分けテスト ４月期 １０月期

受付開始 　2月19日（月）より� � � � 　 　8月20日（月）より� � � � 　

1回目 3月10日（土）11：40～ 9月� 8日（土）11：40～

2回目 3月17日（土）11：40～ 9月15日（土）11：40～

3回目 3月18日（日）11：40～ 9月16日（日）11：40～

※�通訳コースはレベル分けテストがあるため、早期申込割引は適用されません。
※�定員に余裕のある場合、上記テスト日程後に追加テストを行う場合があります。また、開講後の中途受講も可能です。ご希望の方は学科担当

者までご連絡ください。

●通訳コースレベル分けテスト内容
テスト内容 「文型・文法問題（マークシート形式）」、「ディクテーション」、「英日・日英逐次通訳（筆記）」

所要時間 約1時間20分

受験料 3,000円

※鉛筆と消しゴムをご持参ください。辞書持込み不可。

●結果発表・開講のご案内
以下の日程にてテスト結果、学費納入等、開講の案内を郵送します。

4月期 10月期

3月24日（土）付 9月22日（土）付

※�テスト結果によっては入学できない場合があります。また、申込者数によっては、クラスが成立しない場合もあります。あらかじめご了承�
ください。

※�テスト結果は該当レベルを発表します。

●学費納入
「テスト結果発表・開講のご案内」、「学費納入案内」等をご確認の上、指定日までに学費を納入してください。�
指定日までに学費を納入できない場合は必ず、電話（03-3359-9621）、またはEメール（info@
nichibei.ac.jp）にて当学院までご連絡ください。ご連絡なく指定日までに学費の納入がない場合は受講
辞退となりますのでご注意ください。学費納入をもって受講手続完了とします。

（振込手数料は受講者負担となります。）
※�学費ローン：信販会社（ジャックス）の学費ローンが利用できます。実質手数料は7.5％です（2018年2月時点）。

●教材について
主にプリント教材（無料）を使用します。
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中途受講・授業見学・学費割引・クラス変更・�
受講撤回時の取り扱い
注）その他プログラム（プライベートレッスン、短期セミナー・講習）、法人英語研修はこの限りではありません。

■中途受講
各プログラムとも開講後に中途受講することができます。この場合、学費は受講開始以降の授業回数分のお支
払いとなります。

■授業見学
プログラム／コース／科目選択の際の参考として、実際の授業をご見学（無料）いただけます。
1．�先着順の受付で1クラス2名様までとなります（2名に達した時点で締め切らせていただきますので、ご了

承ください）。
2．�原則として、お1人様1学期3回（同一クラスは1回のみ）まで、1回の見学はカリキュラム制プログラムおよ

び小中高生英語プログラムは1時限、選択制プログラム・通訳者養成プログラム・グローバル人材育成プロ
グラムは授業前半終了時点（休憩時間）までが目安です。

3．�授業見学のご予約は見学希望日の前日（日曜・祝日を除く）までに電話（03-3359-9621）、Eメール
（info@nichibei.ac.jp）、または当学院窓口にてお申し込みください。

■学費割引
●早期申込割引
申込順のプログラムに早期受付締切日までにお申し込みの方には、早期申込割引2,000円（複数のプログラ
ム／科目にお申し込みの場合は、それぞれについて2,000円の割引）が適用されます。
※通訳コースはレベル分けテストがあるため、早期申込割引の対象外となります。
※4週間集中英語は、早期申込割引の対象外となります。

●継続受講者割引
集中英語プログラム、通訳コースの継続受講時に適用されます（原則として、全授業日数中3分の2以上出席
している方を対象とします。割引額は各プログラムのプログラム／コース概要欄をご覧ください）。

●U-35（35歳以下）支援！10～20%割引キャンペーン
好評につき、2018年7月期まで延長。
35歳以下の方には、U-35割として以下の割引が適用されます。（他の割引との併用はできません）
正規学費より20%割引

■選択制プログラム
ビジネス英語　　　スキル・テーマ別英語　　　検定試験対策

■グローバル人材育成プログラム
国際教養講座

正規学費より10％割引
■カリキュラム制プログラム

４週間集中英語［夜間コース］　　　４週間集中英語［法人コース］　　　
３ヵ月集中英語［昼間コース］　　　３ヵ月集中英語［夜間コース］
大学院留学準備

■通訳者養成プログラム
通訳メソッド活用コース　　　通訳コース　　　選択科目

※お申込みの際は生年月日をご記入ください。
※�生年月日の記載のある身分証明書（免許証・保険証・パスポート・学生証など）を、窓口申込みの場合はご提示、メール・ファックスでお申込みの

場合はコピー、またはスキャンしたデータをご送信ください。
※４週間集中英語［法人コース］　割引の詳細につきましては、法人研修担当にお問い合わせください。
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●英語教員割引制度
小・中・高・専門・短大・大学の常勤の英語教員が対象となります。学期終了後、各プログラムの修了要件を満た
している場合に、学費の20％を還付申請により返金します。なお、早期割引が適用された方は同割引額を差
し引いた額を返金します。
※大学院留学準備講座など、一部のプログラムは英語教育割引制度の対象外となります。

※プログラム／コース／科目の修了要件
当該プログラム・コース・科目の全授業日中、3分の2以上の出席が修了要件となります。学期途中でクラスを
変更した場合は、変更前クラスと変更後クラスの授業日数合計を全授業日数とします。振替出席分は、修了
要件に含まれませんのでご注意願います。

●教育訓練給付制度指定講座
一定の条件を満たす雇用保険の一般保険者、または一般保険者であった方が厚生労働大臣の指定する教育
訓練を受講し、修了した場合、教育訓練経費の20％に相当する額（上限10万円）を申請によりハローワーク
から受取ることができます。
学院対象講座：�３ヵ月集中英語［昼間コース］（中級レベル）

※プログラム／コース／科目の修了要件
当該プログラム・コース・科目の全授業日中、3分の2以上の出席が修了要件となります。学期途中でクラスを
変更した場合は、変更前クラスと変更後クラスの授業日数合計を全授業日数とします。以下のプログラムは
3分の2以上出席の他、内部試験を受験していることが必要です。
　・3ヵ月集中英語［昼間コース］：期末試験
　・通訳コース：中間・期末（または卒業）試験

■クラス変更
受講プログラム／コース／科目の変更は、原則として、当該受講クラスにつき1学期に1回、変更先のクラス
に空きのある場合のみ可能です。当学院所定の書類にてお申し込みください。
※通訳コース内のクラス変更は、原則として同一レベル内に限ります。
※短期セミナー・講習は、別冊の案内書をご覧ください。

●学費清算方法
1.��余剰金が発生した場合：　（変更前クラスの未受講分の学費）＞（変更先クラスの未受講分の学費）

余剰金から返金手数料（1,000円）を差し引き、残金を銀行振込にて返却します。
2.��学費が不足した場合：　（変更前クラスの未受講分の学費）＜（変更先クラスの未受講分の学費）

不足金額をお知らせしますので原則、銀行振込にてお支払いください。振込手数料は受講者負担となります。
※�クラス変更の場合、授業開始日から申出日までの期間は授業が行われている限り、実際の受講の有無に関わらず、受講したものとみなし

ます。また、申出日が授業日の場合も同様にみなします。

■受講撤回時の取り扱い
当案内書143〜144ページの「受講約款」をご覧ください。
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振替受講について
欠席した授業に代わり、別の日時にて他の科目を振替受講することができます。
ご希望の方は以下をご覧のうえ、振替受講の手続きをしてください。

●振替受講基準
１．��時限分数が同じ科目への振替
２．��受講レベル（英語の習熟度）が同じか、近い科目への振替（なるべく、同じ内容の科目への振

り替えが効果的です）
３．��現在受講している科目の受講期間内（受講開始日〜受講最終日）での振替
※時限分数、受講レベルは、それぞれのプログラム、コースのページをご覧ください。

●手続方法
１．��成立し、定員に空きがある科目につき、クラスの定員を超えない限り、先着2名様まで承りま

す。クラスの人数、受付状況によっては、ご希望の科目への授業振替ができない場合があります。
あらかじめ、ご了承ください。

２．��振替受講希望日の営業前日18：00までに学院のWebフォームからかEメール（info@nichibei.
ac.jp）にて以下を記載のうえ、予約してください。� �
・お名前�・電話番号�・欠席科目名と日時�・振替希望の科目名と日時

３．��振替授業に出席の当日は、必ず、受付に立ち寄り、振替授業とお伝えのうえ、振替受講者用の
ネームシールを入手してください。� �
※�授業中はネームシールを講師の分かるところに貼ってください（ネームシールにより出欠確

認を行います）。
４．��使用教材はお貸しします。

●振替受講時の留意点　あらかじめ、ご了承ください。
1.� ��受講科目と同じ科目でも進行状況により、授業内容が重複したり、異なる場合があります。また、

必ずしも、欠席した授業を全て補うものではありません。
2.� ��振替日に欠席された場合の再振替はできません。振替をキャンセルする場合は、振替日の営業

前日18:00までにEメール（info@nichibei.ac.jp）にてご連絡ください。
3.� 振替の申し込みが受理された後であっても、状況により他の科目に振替を変更していただく場

合があります。
4.� ��宿題範囲をお知らせしたり、振替授業日前の教材の貸出し、プリント教材の配付は致しかねます。
5.� ��振替受講をされなかった場合でも、欠席分の授業料の返金は致しかねます。
6.� ��振替にて出席された日は、出席日数としてカウントされます。� �

ただし修了証明書の発行には正規登録科目の出席が、授業日数の3分の2以上必要となります。
7.� ��通訳コースについては、ご受講にあたりレベル分けテストの受験が必要なため、このコースへ

の振替はできません。

以下のプログラムの振替受講は上記と異なります。担当までお問い合わせください。�
・小中高生英語
・プライベートレッスン
・短期セミナー・講習
・法人英語研修

振替受講 
Webフォーム
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■正規留学先のご紹介（米国）
Elmira�Collegeは、弊財団との提携関係があり、日米会話学院受講者を対象とした特別奨学金制度があります。

● Elmira College（エルマイラ大学）
1855年設立の米国NY州東部にある私立の全寮制リベラル・アーツカレッジです。学生数は1,200人、留
学生の割合は6％、学生対教員の割合は13対1で小規模なクラス編成です。国際的な教育を重視しており、
国際ビジネス、国際関係は定評があります。教授陣はUSニュース＆ワールドリポート誌のランキングにおい
て、米国北東部の私立大学部門において最上級レベルに位置付けられています。
キャンパスにはマーク・トウェインのサマーハウスだった建物を改装したマーク・トウェイン研究センターがあり、ト
ムソーヤの冒険もここで書かれました。
ホームページ：　http://www.elmira.edu/

Elmira College 奨学金制度
弊学院とElmira�Collegeとは1978年から提携関係があり、弊学院受講者を対象とした奨学金制度があります。同
制度により、過去87人の受講者が学院から、Elmira�Collegeへ留学しています。その中には佐々木かをり氏（株式
会社イー・ウーマン／株式会社ユニカルインターナショナル代表取締役）もいらっしゃいます。過去に小中高生英語
プログラムの受講者が、この奨学金制度を利用しElmira�Collegeへ留学しました。
奨学金：�毎年1名、学院受講生に対し、４年間の在学を前提にElmira�Collegeへの奨学金が付与されます。奨学金

は、授業料・寮費（１日3食の食事代を含む）が１年間、支給というものです。次年度以降については、年度毎
の学業評価による再審査があります。学業成績によっては４年間、同額の奨学金の受給もできます。また、
Elmira�Collegeには日本人の教授もおり、お世話をしてもらえますので安心です。
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日米会話学院�受講生へのお知らせ

I.� 出欠
授業日には毎回講師が出欠をとります。

II.� 欠席と欠席時の配付教材
欠席される際は学院へのご連絡は不要です。
欠席時に配付された教材は次回の授業の時に担当講師よりお受け取りください。ファックス・郵送等
は行っておりませんのでご了承ください。
※小中高生英語プログラムをご受講の場合は、保護者の方からのご連絡が必要です。

III.� 受講生への連絡
1.� 受講生への連絡は、1階の掲示板に掲示しますので、来院の際には必ず目を通すようにしてください。
2.� 私用での受講生の呼び出しは、個人情報保護の観点から、緊急時をのぞきお取り次ぎいたしません。

IV.� 休講について
1.� 講師の病気や事故、当学院合宿研修等により、やむを得ず休講／代講となる場合があります。学院側

の責に帰すべき事由により休講となった場合、原則として補講を行います。補講を行った場合は出席
の可否に関わらず学費の返還はいたしません。補講ができない場合は、休講分の学費を返還いたし
ます。なお、急な休講の場合は学院より電話連絡をすることがあります。（ただし、連絡が取れない場
合もありますので予めご了承ください。）

2.� 交通機関の乱れ、自然災害等により、やむを得ず休講となる場合があります。学院側の責によらず
休講となった場合、学院の判断により補講日の設定が可能な場合に限り補講を行います。補講の日
程（授業時間を延長する場合もあります）は後日発表します。ただし、補講日の設定が不可能な場合
の学費の返還はいたしません。また、補講の振り替えも行いません。なお、自然災害時の学院の対応
は、学院のホームページ（www.nichibei.ac.jp）に記載します。記載がない場合は電話にてお問い合
わせください。原則として学院より電話連絡はいたしません。

V.� 受講コース・科目の変更、受講撤回
1.� クラス変更

受講プログラム/コース/科目の変更は、原則として、当該受講クラスにつき、1学期に1回、変更先の
クラスに空きのある限りにおいて可能です。クラス変更を希望される方は所定の用紙に必要事項を
記入し、捺印の上、受付に提出してください。ただし、授業の進行状況、変更先クラスのレベル、担当
講師の判断等により、変更をお受けできないことがありますのでご了承ください。
※学費清算方法につきましては以下の通りです。

学費清算方法
1.� 余剰金が発生した場合：　��（変更前クラスの未受講分の学費）＞（変更先クラスの未受講分

の学費）
余剰金から返金手数料（1,000円）を差し引き、残金を銀行振込にて返却します。

2.� 学費が不足した場合：　��（変更前クラスの未受講分の学費）＜（変更先クラスの未受講分の
学費）

不足金額をお知らせしますので原則、銀行振込にてお支払いください。振込手数料は受講
者負担となります。

※クラス変更の場合、授業開始日から申出日までの期間は授業が行われている限り、実際の受講の
有無に関わらず、受講したものとみなします。また、申出日が授業日の場合も同様にみなします。

2.� 受講撤回
「受講約款」をご覧ください。

VI.� 教室の使用
1.� 学内に所持品を置き忘れないようにしてください。貴重品は必ず携行してください。学内の盗難・紛

失に関して、学院は責任を負いかねます。
2.� 2階のL.L.教室や1階のPCコーナー、エレベーター内、階段での飲食は禁止します。休憩時間に教室

で食事をした場合は、ごみ箱の表示に従って分別して処分してください。なお、ドリンク類は必ず空に
してから捨ててください。

3.� 建物、敷地内は全て禁煙です。
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4.� 学内での飲酒は禁止します。
5.� 授業時間外で教室を使用する事は出来ません。自習されたい方はⅦ項の「自習用施設」をご利用くだ

さい。

VII.�自習用施設の利用について
受講期間中（日曜・祝日および学院休業日を除く）は下記の施設を利用できます（混雑時の長時間の
席取りはご遠慮ください）。

1.� 自習室
掲示板に自習室として使用可能な部屋を掲示します。曜日・時間帯により異なります。掲示を確認の
上、ご使用ください。

2.� 1階PCコーナー
6台のPCが設置されています。ご利用については2階受付までお問い合わせください。

3.� 利用時間

自習室・PCコーナー 平日　　9:00〜20:00
土曜　　9:30〜17:30

※1、2階では無線LANでインターネットへ接続することができます。

VIII.�届書・証明書
1.� 住所・氏名等の連絡先に変更がある場合は、所定の用紙に記入の上、受付に届け出てください。
2.� 以下の証明書が必要な方は受付に設置されている所定の申請書に記入の上、提出してください。

a）� 在学証明書・出席証明書
発行手数料は、和文・英文とも1通につき300円です。発行日は申込日より3営業日後（土･日･
祝日を除く）となります。

b）� 修了証明書
修了証明書の発行を受けるためには全授業日数中3分の2以上出席が必要です。（但し、振替日
数が正規の授業日数の3分の1を超えると、修了証明書の発行は受けられません。）発行手数料
は、和文・英文とも1通につき300円です。
発行日は申込日より3営業日後（土･日･祝日を除く）となります。

※�以下のプログラムは3分の2以上出席の他、内部試験を受験していることが必要です。� �
・3カ月集中英語プログラム[昼間コース]:�期末試験　� �
・通訳コース：�中間・期末（または卒業）試験

IX.� 注意事項
1.� 学内で他人に迷惑がかかる行為、危険な行為をしないでください。
2.� 凶器、危険物、衛生上有害なものを学院に持ち込まないでください。
3.� クラスの秩序を乱したり、他の受講生、講師や職員などに迷惑をかけないようにしてください。
4.� 学内で政治活動、宗教活動、営業活動またはこれに類する行為をしないでください。
5.� 遅刻、早退等で授業中に教室に出入りする場合は、他の受講生、講師の迷惑にならないようにしてく

ださい。
6.� 携帯電話など音の出る機器は、授業中は音が出ないようにするか電源を切ってください。
7.� 来院の際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。駐車場はありません。再開発仮設建物（学院

及び他の店舗等入居）付近の通路や路上に駐車・駐輪しないでください。なお、自転車の駐輪場のご
利用については受付にお問い合わせください。

8.� 前各項に著しく違反した場合、学院の判断により、受講期間中であっても、以後の受講をお断りする
事になりますので、ご了承ください。

X.� 窓口業務の取り扱い
平日� 09:00〜20:00
土曜� 09:45〜17:30
日曜・祝日は上記の通常業務は行っておりません。御用の際は通常営業日にご連絡ください。

日曜日緊急連絡先：　03-3359-9628
（授業実施日のみ　9:45〜16:00。授業に関する緊急のご連絡に限ります。）

ご質問等は下記までお問い合わせください。
電話:�03-3359-9621���Eメール:�info@nichibei.ac.jp

※短期セミナー・講習など、一部プログラムにつきましては適用されません。
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本学院での受講（短期セミナー／講習・法人英語研修／音声教材販売を除く）にあたっては、本約款の内容をよくご確認いただきますよ
うお願いいたします。

第1条（契約の成立）
1.�受講申込者（以下「申込者」という）は、プログラム／学科（以下「講座」という）案内書、入学／受講申込書の内容及び以下の条項を承
諾のうえ、一般財団法人国際教育振興会（以下「本会」という）に対して受講の申込みを行い、本会はこれを承諾します。
2.�前項の定めにかかわらず、次の各号に掲げる事由に該当するときは、各要件を充たすことを条件として契約が成立するものとします。
（1）申込者が未成年であるときは、親権者の同意があること。（2）納入金の支払いにクレジットを利用する場合は、クレジット契約が
成立すること。（3）受講条件のある講座にあっては、当該条件を充たしていること。（4）本会の定める講座のうち面接、筆記試験など
（以下「入学試験」という）を実施するものについては、入学試験に合格すること。（5）その他講座案内書などに定められた条件を充
たすこと。

第2条（拒否事由）
本会は、次に定める事由のいずれかが認められるときは、申込みをお断りすることがあります。（1）前条各号に掲げる要件を充たさ
ず、或いは充たさないことが判明したとき。（2）申込者が希望する講座の定員に受入可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提
供が不可能なとき。（3）申込者の希望する講座の定員が講座案内書記載の締切日までに別に本会の定める最少定員数に満たなかっ
たとき。（4）本会所定の期日までに学費、その他講座案内書に記載された金額を支払わなかったとき。（5）その他、本会が不適当と�
認めたとき。

第３条（役務の提供及び対価の支払）
1.�本会は申込者に対し、本会の定める講座の中から、申込者が選択した講座案内書記載の内容の役務を提供します。
2.�申込者は、学費、その他講座案内書に記載された金額を案内書の定める方法により、本会の指定する期日までに
支払うこととします。

第４条（学習指導の形態）
本会の指導形態は、所定の教室で所定の指導時間内に、一人の講師が原則として複数の受講生に対して授業形式で指導を行います。
（講座によってはプライベートレッスンの授業形態もあります）

第５条（学習指導の開始日）
本契約において、学習指導の開始日とは、講座案内書に記載する日とし、学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わない
ものとします。なお、講座案内書に学習指導日の記載がないときは、講座案内書或いは別途本会が指定する日をもって開始日とします。

第６条（学習指導の実施場所）
本会は、学習指導の実施場所を指定する講座にあっては、講座案内書記載の場所において学習指導を行います。但し、やむを得ない事
情がある場合には、他の場所に移動することがあります。

第７条（学習指導期間と契約期間）
学習指導の期間は、学習指導の開始日から講座の終了の日までの間、又は講座案内書に記載する期間とします。なお、契約期間は、講
座の終了の日、或いは本会の施設の利用を停止するまでの間いずれか遅い日とします。

第８条（申込者による任意解除）
1.�申込者は、開講日の前日までであれば、契約を解除することができます。この場合、本会は申込者に支払い済みの納入金から返金手
数料1,000円を差し引き返還するものとします。また、申込者は学院で購入した未使用の教材等に限り買取を請求することができる
ものとします。但し、汚損された教科書の代金は返還できません。
2.�申込者から開講日以後に契約解除の申出があった場合、契約は申出日をもって終了します。この場合、本会は学院所定の書類による
申出にて、当該科目・コース・プログラムの支払い済み学費から既受講分の学費（支払い済み学費÷授業回数×受講回数）と解約手数
料（5万円又は契約残額の未受講分の学費［支払い済み学費÷授業回数×未受講回数］の20％に相当する額のいずれか低い額）を
除いた額を返却します（学習指導の開始日から解除の申出日までの期間の授業料に未納がある場合は不足分及び解約手数料をお
支払いいただきます）。既受講分の学費の計算にあたっては、学習指導の開始日から解除の申出日までの期間は学習指導がなされ
ている限り、現実の受講の有無を問わず受講したものとみなします。また、解除の申出日が授業日である場合は授業の開始前後を
問わず受講したものとみなします。また、申込者は本会に対し使用の有無にかかわらず教材等の買取を請求することはできないもの�
とします。

第９条（任意解除の方法）
前条による契約の解除は、申込者が契約を解除する旨を本会所定の書面を本会に提出することにより、効力を生じます。なお、クレジッ
トを利用している場合は、本会の手続のほか、クレジット会社所定の手続に従うものとします。解約により発生する手数料はご負担いた
だきます。

第１０条（役務の変更）
申込者は、講座案内書クラス変更の記載に従い、本会に対し、申込者が選択した入学／受講申込書記載の内容の役務を変更するよう求
めることができます。但し、本会の定める事項に抵触する場合はこの限りではありません。

第１１条（役務を提供できないときの取り扱い）
本会は、申込者の契約した役務を本会の責に帰すべき事由により提供できないときは、代講又は休講とし、休講の場合はできる限り補
講を行います。補講を行った場合は出席の可否にかかわらず学費の返還はいたしません。補講ができない場合は、休講分の学費を速や
かに返還します。但し、申込者の契約した役務をできないことにつき、本会の責めに帰す事由がないときは、この限りではありません。

第１２条（施設等の利用）
申込者は、第７条に定める期間中、本会の施設・備品など本会の定める規則に従い利用することができます。但し、本会が利用を禁止し
た期間については、当該施設・備品などを利用することはできません。

一般財団法人�国際教育振興会　日米会話学院　�受講約款
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第１３条（損害賠償）
本会の施設又は業務の遂行に起因して、受講生等の第三者の生命、身体を害し、又は財産を損壊したことについて法律上の損害賠償
責任を負うべき場合に、本会は相応の補償を行います。但し、通学帰宅など本会の管理下にない間に発生した事故、本会の受講生の能
力又は技能が向上しないことに起因する損害、本会内において生じた盗難及び紛失については、一切損害賠償の責めは負いません。ま
た、本会の管理下における受講生の行為に起因する偶然の事故については、法律上の損害賠償に基づき受講生及び、その保証人が解
決にあたるものとします。

第１４条（遵守義務）
１.�申込者は、本会の定める規定、講師及び本会の職員の指示や指導を遵守するものとします。
2.�申込者は、本会の運営に対して妨害となる行為、本会を誹謗中傷する行為、その他公序良俗に反する行為を
行わないものとします。
3.�申込者は、教材、課題作品など申込者の所持品について、自己の責任において保持管理しなければならないものとします。

第１５条（本会による解除）
本会は、申込者が前条１項又は２項の定めに違反して、改善を求めたにもかかわらず改善のない場合は、当該申込者に対して学習指導
を停止し、又は契約を解除することができます。この場合、当該停止期間中の学費、契約解除に伴う学費は、返還しないものとします。

第１６条（不可抗力による免責事項）
本会は、戦争、暴動、自然災害、交通機関の遅延又は不通、講師の死亡・事故など不可抗力により役務の提供、遅滞、変更、中断、もしくは
廃止、その他講座に関連して発生した申込者の損害について、一切の責任を負わないものとします。

第１７条（紛争の解決）
1.�本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合には、両者協議のうえ、解決するもの�
とします。
2.�本契約に定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします。

第１８条（約款の変更）
本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。

本約款の規定にかかわらず、受講期間が2ヵ月以上、学費が5万円以上の講座（複数講座受講の場合はその合計額が5万円以上）について
は、以下の【クーリング・オフに関する事項】及び【中途解約に関する事項】が適用されます。
【クーリング・オフに関する事項】
＜講座のクーリング・オフ＞
・�契約締結書面として本約款を受領した日より8日が経過するまでは、書面により契約を解除（クーリング・オフ）することができます。
・�受講者が不実のことを告げられて誤認し、又は威迫されたことにより困惑してクーリング・オフをしなかったときは、改めてクーリン
グ・オフができる旨の書面を受領した日をから８日が経過するまではクーリング・オフができます。
・�クーリング・オフは書面を発したときに効力を生じます。
・�クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求いたしません。既に授業を提供した場合にも金銭の支払を請求いたしま
せん。また、金銭を受領している場合は、速やかにその全額をお返しいたします。
＜テキスト・教材等の関連商品のクーリング・オフ＞
・�講座のクーリング・オフをした場合には、テキスト・教材等の関連商品の販売契約もクーリング・オフできます。
・�クーリング・オフは書面を発したときに効力を生じます。
・�クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求いたしません。関連商品の引取りに要する費用も負担します。関連商品
の代金を受領している場合は、速やかにその全額をお返しいたします。

【中途解約に関する事項】
受講約款を受領した日から起算して8日を経過した後において、以下のとおり費用を負担して、将来に向かって契約を解約できます。本会
は、以下に定める費用以外の費用を請求いたしません。なお、解約にあたっては、本会所定の書類により申し出るものとします。
1.�講座開講日／オリエンテーションの前日までの解約について　　　手数料　1,000円
　�複数講座を受講している場合、講座開講日前とはいずれの講座の受講も始まっていない場合をいいます。
2.講座開講日／オリエンテーション以後の解約について　　　以下の（1）及び（2）の合計額
　（1）�既受講分の学費（支払い済学費÷授業回数×受講回数）

既受講分の学費の計算にあたっては、学習指導の開始日から解除の申出日までの期間は学習指導がなされている限り、現実の
受講の有無を問わず受講したものとみなします。また、解除の申出日が授業日である場合は授業の開始前後を問わず受講した
ものとみなします。

　（2）�解約手数料として、5万円又は契約残額の未受講分学費（支払い済学費÷授業回数×未受講回数）の20％に相当する額のいず
れか低い額

3.テキスト・教材等の取扱い
　�上記1.又は2.の解約があった場合には、テキスト・教材等の販売契約も解約できます。この場合において、テキスト・教材等が返還され
るときには、テキスト・教材等の販売価格から返還時の価格（転売可能価格。ただし、当該価格はテキスト・教材等の状況を踏まえ本会
が判断します）を控除した価格を受講者が負担します。また、テキスト・教材等が返還されないときには、テキスト・教材等の販売価格に
相当する額を受講者が負担するものとします。
4.�学費及び費用等の返還は、原則として、指定の銀行口座に振り込む方法により行います。この場合、所定の書類に振込先の銀行名、口
座番号等をご記入いただきます。



〒160-0004　東京都新宿区四谷 1-50
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
　

●事務取扱時間 平日：午前9時～午後8 時
 土曜：午前9時45分～午後5時30分

URL : www.nichibei.ac.jp  
E-mail : info@nichibei.ac.jp

since 1945

一般

W
e’ve taught over 150,000 people. W

e w
ill teach m

ore!

以下のプログラムは別案内書になります。
■短期セミナー・講習　■英語教育方法研究セミナー＊

■併設　日本語研修所 (Japanese Language Institute)
＊国際教育振興会の事業です。

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～2019年9月（予定）の期間、仮校舎に移転しています。

仮校舎　2016年1月より（移転前校舎より徒歩2分）

移転前校舎

仮校舎

四谷駅前地区再開発
事業区画

お申込み


