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グローバル人材育成プログラム 
2017年7月～9月 

U-35（35歳以下）支援！20%割引キャンペーン 
School of International Studies -SIS- 

［国際教養講座］はキャンペーン対象講座です。 
 

35歳以下の方には、U-35割引として正規学費より20%の割引が適用されます。 

（他の割引との併用は不可） 

※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。 

 

お申込みはこちらから 
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School of International Studies -SIS-  ··········································  2 
［国際教養講座］  U-35（35歳以下）支援！20%割引キャンペーン対象 
 
（昼／夜／土／日、3ヵ月、週1日～、90～150分） 

 

海外のビジネスパーソンや行政府、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育成を目的として、1973年に設立されました。 
A series of content-driven courses, from international politics, economics and business, to history, 
philosophy and the arts, taught in English, French and Japanese. 

 

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専門家です。 

 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。 
※ 企業、団体からの派遣生も受け付けております。詳しくは電話（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。 

 
 

フランス語講座  ··························································································· 18 

（昼／夜、週1日、3ヵ月） 

フランス語を初めて学習される方から、初中級レベルの方までを対象とした科目です。 

 

 
 

 

 
授業見学 
4月期に開講しているクラスにつきましては、実際の授業をご見学いただけます。お気軽にお申込みくだ

さい。詳細は20ページをご参照ください。 
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グローバル人材育成プログラム 

2017年7月～9月スケジュール 
コード 

番号 
科目名 講師 曜日／時間帯 

回
数 

日程 

School of International Studies -SIS- ［国際教養講座］ 

特別講座 

55632 
Evaluation of World Monetary Regime / 
世界通貨制度の検証 

Mr. 
Gyohten 

土 
18:00～19:30 
（90分） 

4 
5/20, 6/17, 
7/22, 9/2 

55636 
『時流』を読み解く！～そのための思考力を鍛える～ / 
Read “Now” with Proactive Thinking 

Mr. 
Saito, HI. 

木 
19:00～21:00 
（120分） 

4 
7/13, 7/20, 
7/27, 8/3 

ビジネスマネジメント 

55639 Critical Thinking / ビジネスリーダーの思考技術を学ぶ Mr. Hüg 土 
14:00～15:30 

(90分) 
10 

7/8～9/16 
（8/12休み） 

55731 Business Trends & Issues / ビジネス・ケーススタディ 
Ms. 
Tanaka, A. 

火 
19:30～21:20 
（100分） 

10 
7/18～9/26 
（8/15休み） 

人文学・社会科学 

55565 The Shape of the Future / 未来予想図  Mr. Stilwell 金 
19:45～21:55 
（120分） 

10 
7/7～9/15 
（8/11休み） 

グローバル・コミュニケーション 

55567 
時事英語の読解力、書く力の向上 / 
Learning the Essence of Journalistic English 

Mr. 
Kugimiya 

水 
19:00～20:30
（90分） 

10 
7/12～9/20 
（8/16休み） 

55570 
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 

Mr. Meyer 土 
10:30～12:40 
（120分） 

10 
7/8～9/16  
（8/12休み） 

国際政治・経済 

58666 
上級時事英文講読 （国際政治・経済） 水曜クラス / 
Advanced Readings in Contemporary Topics (Wed.)  

Dr. Oi 水 
11:00～13:00 
（110分） 

8 
7/19～9/20 

（8/9, 8/16休み） 

58668 
上級時事英文講読 （国際政治・経済） 日曜クラス / 
Advanced Readings in Contemporary Topics (Sun.) 

Dr. Oi 日 
13:30～16:00 
（150分） 

6 
7/23, 7/30, 8/6, 
8/20, 9/3, 9/17 

米国研究 

58671 
第二次大戦と米国 /  
The World War II and the U.S.A. 

Dr. Oi 月 
19:20～21:00 
（100分） 

6 
7/24, 7/31, 8/7, 
8/21, 9/4, 9/25 

58673 
米国の三権分立制と大統領職 / 
U.S. Presidency in the System of Checks and Balances 

Dr. Oi 火 
19:20～21:00 
（100分） 

6 
7/18, 8/1, 8/8, 
8/22, 9/5, 9/19 

59559 
Introduction to American History /  
米国史入門講座 

Mr. 
Hashimoto 

金 
15:00～16:30 
（90分） 

10 
7/7～9/22 

（8/11, 8/18休み） 

欧州研究 

57822 仏独関係史 / Le couple franco-allemand Dr. Oi 土 
18:00～19:30 
（90分） 

6 
7/22, 7/29, 8/19, 

9/2, 9/9, 9/16 

57825 Sad America / 悲しいアメリカ 米国社会の裏面を考察 Dr. Oi 木 
19:20～21:00
（100分） 

5 
7/20, 8/3, 8/10, 

8/24, 9/14 
 

フランス語講座 

57828 フランス語でバイブルを読む 文法、動詞の活用の復習 Ms. Asao 金 
13:30～15:40 
（120分） 

8 
7/7～9/22 
（8/11, 8/18, 

8/25, 9/1休み） 

57830 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 Ms. Asao 木 
19:00～21:10 
（120分） 

9 
7/13～9/21 

（8/10, 8/17休み） 

57833 
フランス語―初級文法＆発信力強化クラス 
（英語とフランス語の比較を通じて） 

Mr. 
Takahashi 

木 
19:40～21:30 
（110分） 

10 
7/13～9/21 
（8/17休み） 

57836 フランス語初中級 時事テーマ読解力強化コース 
Mr. 
Tsuchiya 

金 
19:00～20:30 
（90分） 

9 
7/7～9/15 

（8/4, 8/11休み） 
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School of International Studies -SIS- ［国際教養講座］ 
 

■特別講座 
*This course will be conducted in English. 

科目名 講師 使用言語 

Evaluation of World Monetary Regime / 

世界通貨制度の検証 
Mr. Toyoo Gyohten 英 

レベル 曜日 時間帯 （分） 定員 

上級1 TOEIC 800点～ 土 18:00～19:30 （90分） 20 

開講月 授業日程 申込締切 回数 学費 コード番号 

5月 5/20, 6/17, 7/22, 9/2 開講受付中 4回 18,000円 55632 

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。 

Currency is the best indicator of economic activities. It is also a mirror which honestly reflects the history and the 
power of the issuing country. In this lecture series we will explore the role played by world major currencies such 
as dollar, Euro, Yen and Renminbi against the background of the tumultuous global economy during the 
post-World War II period. We will then try to shed light on the world economy in the Twenty-First century and try to 
identify Japan’s role in it.  

 

通貨は経済の動きを表示する最も重要な指標であると同時に、それを発行する国の歴史と力を正直に反映する鏡の 

ようなものです。この講座では、第二次世界大戦後世界経済が波乱を繰り返しながら発展してきた中で、ドル・ユーロ・

円、人民元等の主要な通貨がどのような役割を果たしてきたのかを検証します。 

その上で、21世紀の世界経済がどう展開するだろうか、その中で日本はどのような努力をしたら良いのだろうかを考え

ます。 

Part I (May 20) Bretton Woods regime and American hegemony 

Part II (June 17) Euphoria, Hubris and Nemesis 

Part III (July 22) Revolutions of Money and News 

Part IV (September 2) Into an Age of Uncertainty 

使用教材：Changing Fortunes, Paul Volcker &Toyoo Gyohten, Three Rivers Press, ISBN：978-0812922189 

サイン本を講師より贈呈 

参考図書:世界経済は通貨が動かす, 行天豊雄, PHP研究所, ISBN：978-4569798646 

円の興亡, 行天豊雄, 朝日新聞出版,ISBN：9784023312470 

 
 

 

講師プロフィール： Mr. Toyoo Gyohten （行天 豊雄） 

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、 

当振興会理事、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、 

米国ハーバード大学･プリンストン大学客員教授 

 

著書：「円」はどこへ行くのか―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。 
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*This course will be conducted in Japanese and English. 
科目名 講師 使用言語 

『時流』を読み解く！～そのための思考力を鍛える～ /  

Read “Now” with Proactive Thinking 
Mr. Hiroshi Saito 日英 

レベル 曜日 時間帯 （分） 定員 

上級1 TOEIC 800点～ 木 19:00～21:00 （120分） 12 

開講月 授業日程 受付開始 申込締切 回数 学費 コード番号 

7月 7/13, 7/20, 7/27, 8/3 5/15(月) 6/15（木） 4回 24,000円 55636 

「時流」を読み解き、さらにその先を見据えながら、あなたの知的好奇心を刺激し、思考力を鍛えます！ 

トランプ米国大統領の新政策、Brexitの帰趨、中国の独善的海洋進出等不透明さを増す世界情勢の中で、“高齢化先進国”

の我が国は成長のエンジンを失ったかに見えます。本講座では、①産業革命を始めとする世の中の「激変」が何をもたらし

たかを学び、②現在起きているInnovationが今後の社会経済にどのような影響を与え、「第四次産業革命」がいかなるもの

となるかを大胆に予測、その上で③アベノミクス、TPP、東京オリパラ等優れてCurrentなテーマに対しどのように考え、対

処するべきかをワークショップ形式にて練り上げ、リーダー（国、地方、会社組織等）としての思考力を鍛えます。 

Introduction 

1) Future General Perspectives 

- Paradigm Shift and Game Change 

- High Quality Consulting Function 

- Advanced Steps in Both Offense and Defense 

2) Your Concern from Business Perspectives 

- Strong Leadership 

- High Communication Skill – with respect to both client and colleagues 

- Proactive Proposal while Precise Risk Recognition  

1. Diversification in Leadership – Learning from my success and failure 

- What is Leadership 

- What is leader’s Power 

- What achievements Leader Should seek for?  

2. “Know Yourself as Well as Enemies, Win Hundreds of Battles” 

 

 

 

 

 

 

3. Read “Now” with Greater Posture and in Proactive Thinking 

1) Industrial Revolution - Disappearance, Progress and Creation - 

2) Have you ever thought of “my company disappears”? 

3) Transformation to New Growing Society – from “Pinch” to “Chance” 

4) Means of Achievement →Based on a workshop style 

 

使用教材：講師よりプリントを配付 

講師プロフィール： Mｒ. Hiroshi Saito （齋藤 弘） 

1981年東京外国語大学卒、89年ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院（SAIS）修了 

（89年MIPP、90年MA）。一橋大学国際・公共政策大学院客員教授、国際教養大学客員教授。 

日本銀行入行後、86～90年国際通貨基金（IMF）を経て、外為チーフディーラーとして 

政府・日銀による市場介入を陣頭指揮。その後我が国初のリスク管理チェックリスト策定等により 

金融機関に対するリスク管理態勢の定着に尽力。この間、モンゴル外為市場創設向け知的技術支援、 

BISバーゼル銀行監督委員会、東南アジア・オセアニア中央銀行役員会議等国内外を奔走。 

99年預金保険機構にて旧長銀・日債銀（特別公的管理銀行）の破綻処理統括として金融危機に対処。 

05年山形県知事、財政改革（県政史上初の県債残高削減等）ならびに情報公開 

（全国初の毎日記者会見等）を柱に山形県政を担う。全国自治体病院開設者協議会会長等。 

 

  

Analytic 

分析型 

Driving 

推進型 

Amiable 

愛想型 

Expressive 

表出型 
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■ビジネスマネジメント 

*This course will be conducted in English. 
科目名 講師 使用言語 

Critical Thinking / ビジネスリーダーの思考技術を学ぶ Mr. Joe Hüg 英 

レベル 曜日 時間帯 （分） 定員 

上級1 TOEIC 800点～ 土 14:00～15:30 （90分） 15 

開講月 授業日程 受付開始 申込締切 回数 学費 コード番号 

7月 7/8～9/16 （8/12休み） 5/15(月) 6/15（木） 10回 45,000円 55639 

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。 
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Flow of class: 

 
※ 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。 

 

Teaching Materials： Handouts  

 
講師プロフィール：  Mr. Joe Hüg 

 

日米会話学院講師。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。 

Temple University テンプル大学 経営学修士（EMBA） 

 

 

Lecture 

         Q & A 

Discussion/Debate/ 

Presentation 
Feedback  
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*This course will be conducted in English. 
科目名 講師 使用言語 

Business Trends & Issues / ビジネス・ケーススタディ Ms. Akiko Tanaka 英 

レベル 曜日 時間帯 （分） 定員 

上級2 TOEIC 900点～ 火 19:30～21:20 （100分） 12 

開講月 授業日程 受付開始 申込締切 回数 学費 コード番号 

7月 7/18～9/26 （8/15休み） 5/15(月) 6/15（木） 10回 57,000円 55731 

ハーバード大学、スタンフォード大学、MITなどのビジネススクールで使用されている企業、政府についてのケース 

スタディ教材を使用します。各ケースの学習を通し、変化の速いビジネス界で競争力を維持するのに不可欠な知識を 

身につけます。 

 

授業では企業と政府、競争戦略、企業家精神、財政、経営、組織行動とリーダーシップなどの分野について取り上げます。

すでに高いレベルの英語力があり、ビジネスの現場で実践経験がある上級者向けのコースです。 

 

講座の目的： 

1． 豊富かつ効率的な学習環境を経験し、身につけること 

2． 最新ビジネスの戦略、理論を実践的なモデルに適用し、理解を深めること 

3． ビジネスにおける多様な問題についての解決手法を学習すること 

4． 最近のビジネス・トピックスを研究しながら、英語力を高めること 

 

使用教材： 

大企業、中小企業、政府、NPOなどの実例を題材にした上記ビジネススクールの論文やケーススタディを教材として 

用います（ケーススタディ用の教材は学費に含まれています）。 

 
Course Overview:  
This is an advanced course targeting participants possessing a highly developed proficiency in the English 
language with an appropriate business experience. It is a content-oriented course designed to cover current 
business issues including business & government, competitive strategy, entrepreneurship, finance, general 
management, organizational behavior & leadership and such. Staying current on these topics is critical to 
sustaining a competitive edge in the ever-changing business world.  
 

Course Objectives: 

1. Experience a rich and efficient learning environment 
2. Obtain insight into the latest business strategies, theories and models with opportunity to assess their viability 
3. Tackle challenge in devising solutions to diverse business impediments 
4. Enhance English fluency while exploring current business topics 
 

Materials:  
These topics will be explored using articles and actual case studies from Harvard, Stanford, MIT, and other 
institutions, based on various corporations (small to large organizations), government and not-for-profit agencies. 

 
 
 
 
 
 
 

講師プロフィール： Ms. Akiko Tanaka （たなか 暁子） 
 

ゴールデンゲート大学修士課程／MBA修了（国際経営学）、ゴールデンゲート大学卒（商学部）。 

商品企画、事業開発、知的財産を活用したマーケティングなどのビジネス実務分野で活躍。 

現・マーケティング・コンサルティング会社ARI代表。 

上智大学国際教養学部講師・明治学院大学国際学部講師。 

「初めての英語ネゴシエーション」語研（共著）、「今すぐ書ける英文レター・Eメール表現集」語研 

（共著） 
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■人文学・社会科学 

*This course will be conducted in English. 

科目名 講師 使用言語 

The Shape of the Future / 未来予想図 Mr. Phil Stilwell 英 

レベル 曜日 時間帯 （分） 定員 

中級2 TOEIC 700点～ 金 19:45～21:55 （120分） 15 

開講月 授業日程 受付開始 申込締切 回数 学費 コード番号 

7月 7/7～9/15 （8/11休み） 5/15（月） 6/15（木） 10回 60,000円 55565 

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講座です。 

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 accelerated rate. The advances of science and medicine are solving many problems, 
and creating many new opportunities for humans. However, there are many ethical and practical questions about 
these new advances. And these advances may also create an entire new set of unexpected problems.  
 
What shape will the future have, can we today mold its shape, and how can we ensure a future that is satisfying to 
all? This course will address these questions through the process 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. 
 

Materials:  

Handouts and videos. 
 

Methods:  

Students will prepare by reading materials assigned. There will be both group work, and a chance for each student 

to present their own perspectives and opinions on various topics.  
 
 

 

講師プロフィール： Mr. Phil Stilwell 
 

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。 

 
MA in Education and BA in Philosophy, both from the University of Kansas 
Taught macro-economics at Gakushuin University, speech at Tokyo University 
Has been teaching elements of logical thinking in academia, industry and government for 
several years. 
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■グローバル・コミュニケーション 

*This course will be conducted mainly in Japanese. 

科目名 講師 使用言語 

時事英語の読解力、書く力の向上 / 

Learning the Essence of Journalistic English 
Mr. Yoshiaki Kugimiya  日英 

レベル 曜日 時間帯 （分） 定員 

中級2 TOEIC 700点～ 水 19:00～20:30（90分） 15 

開講月 授業日程 受付開始 申込締切 回数 学費 コード番号 

7月 7/12～9/20 （8/16休み） 5/15（月） 6/15（木） 10回 45,000円 55567 

訪日外国人の数が年々増加しています。2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、英語のコミュニケーション

ツールとしての重要性はますます高まっています。情報に関しては、日本は輸入超過です。国際化が進む中で、海外

の情報を取得し、日本の文化、政治、経済等の情報を英語で発信する能力は欠かせません。 

 

では、その能力はどうやって養えばいいでしょうか？ 

それには、英文媒体を通じて情報を得るようにすることです。一つの方法としては毎日英字新聞を読むことが理想です。

英字新聞は、時事英語を学ぶ上で最適です。 

当講座では、英字新聞の読解力向上を目指すと共に、英文作成のコツの具体例を示し、書く力を含めた総合的英語 

能力を高める工夫をします。 

 
 

＜講義プラン＞ 

 英字新聞記事の見出し：スペースの関係で、短くて生き生きとした言葉が使われます。 頻繁に使われる表現を 

示しながら解説します。 

 英字新聞の文章構成：日本語記事と違い、英文記事では最初のパラグラフに主要な情報を入れます。実際の記事を

読みながら学んでいきます。 

 読解力、記事作成：ストレートニュース（政治、経済、社会、スポーツ面など）、フィーチャーストーリー、解説記事、 

社説などを扱います。具体例を提示し、よく使われる語彙、表現を解説します。 

 

英字新聞教材はThe Japan Newsを予定し、受講者の要望を聞きながら記事の選択をします。 

オリンピックを控え、五輪関係用語、スポーツ記事（野球、ゴルフ、サッカーなど）にも力をいれます。 

最終段階では、日本語記事、社説などの翻訳にもチャレンジしてもらいます。 

 

使用教材： プリント教材を配付 
 
 
 
 
 

講師プロフィール： Mr. Yoshiaki Kugimiya （釘宮 義明） 
 

センチュリー英文編集社（翻訳、外国人旅行者向け週間英字紙Tour Companionの取材、編集）、

東京ニュース通信社（日刊英字紙Shipping & Trade News記者）、国際PR株式会社（月刊英文 

ニュースレーター、クライアント向け週刊政経レポート作成）を経て、読売新聞社入社。 

日刊英字紙The Daily Yomiuri（現、The Japan News）にて翻訳、取材・記事作成、編集に携わる。 

同社留学支援対象者に選ばれアメリカン大学へ留学。米大統領制、ジャーナリズム実践コース等

を学ぶ。 

留学終了後英字新聞部へ復帰し、社説、編集手帳、解説記事などの翻訳、編集業務を担当。 

現在も、在宅勤務で社説などの翻訳。 
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*This course will be conducted in English. 
科目名 講師 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 

Mr. Thomas G. Meyer 英 

レベル 曜日 時間帯 （分） 定員 

中級2 TOEIC 700点～ 土 10:30～12:40 （120分） 15 

開講月 授業日程 受付開始 申込締切 回数 学費 コード番号 

7月 7/8～9/16 （8/12休み） 5/15（月） 6/15（木） 10回 63,000円 55570 

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. 

 

Materials:  Reading materials will be prepared and provided by the instructor. 

（学費には添削料が含まれています。） 
 
 
 
 
 

講師プロフィール： Mr. Thomas G. Meyer 
 

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）。 

 
MPhil (Educational Research), University of Cambridge 
MA (Theory and Practice of Human Rights) with Distinction, University of Essex, UK 
BA (International Affairs) with Distinction, University of Nebraska-Lincoln, USA 
Currently a Ph.D. candidate at the University of Oxford, Department of Education. 
Instructor at Tsuda Juku-kai Institute, and Tsuda College. 
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■国際政治・経済 
*These courses will be conducted mainly in Japanese.  

科目名 講師 使用言語 

上級時事英文講読 （国際政治・経済） / 

Advanced Readings on Contemporary Topics 
Dr. Takashi Oi 日英 

レベル 受付開始 申込締切 定員 

上級1 TOEIC 800点～ 5/15（月） 6/15（木） 10 

開講月 授業日程 時間帯 （分） 回数 学費 コード番号 

水曜クラス 
[7月] 

7/19～9/20 （8/9, 8/16休み） 11:00～13:00 （110分） 8回 44,000円 58666 

日曜クラス 
[7月] 

7/23, 7/30, 8/6, 8/20, 9/3, 9/17 13:30～16:00 （150分） 6回 45,000円 58668 

国際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。 

国際政治学者、会議通訳者である講師によるコースです。 
 
国際交流やビジネスの場では口頭による対話よりも、優れた英語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。優れた知的英文を即時に書くためには、優れた知的英文を沢山読まねばなりません。

この講座ではまず上級英文の用語法、表現、真意を理解し、今後の英作文の参考にします。 

講読と併行して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教科書

などの記事・論文の抜粋を使用します。 
 

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。 
 
使用教材： プリント教材を講師より配付 

 

■米国研究 
*This course will be conducted mainly in Japanese.  

科目名 講師 使用言語 

第二次大戦と米国 / The World War II and the U.S.A. Dr. Takashi Oi 日英 

レベル 曜日 時間帯 （分） 定員 

上級1 TOEIC 800点～ 月 19:20～21:00 （100分） 10 

開講月 授業日程 受付開始 申込締切 回数 学費 コード番号 

7月 7/24, 7/31, 8/7, 8/21, 9/4, 9/25 5/15（月） 6/15（木） 6回 30,000円 58671 

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、第二次大戦中の米国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。 

この講座では下記の教科書を使用します。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。 

 

使用教材： 
The Best War Ever - America and World War II, 2nd Ed., Michael C.C. Adams,  
Johns Hopkins University Press (2015), ISBN: 9781421416670  

（教材は原則として、受講者ご自身でご購入ください。紀伊國屋書店、丸善、Amazon等で購入が可能です。 

入手困難な場合は、事前に事務局までご連絡ください。） 
 

7月期は以下の章を学びます。 

 第四章 Overseas 

 

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。 

 

大井講師のプロフィールは16ページをご参照ください。 
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*This course will be conducted mainly in Japanese.  

科目名 講師 使用言語 

米国の三権分立制と大統領職 / 

U.S. Presidency in the System of Checks and Balances 
Dr. Takashi Oi 日英 

レベル 曜日 時間帯 （分） 定員 

上級1 TOEIC 800点～ 火 19:20～21:00 （100分） 10 

開講月 授業日程 受付開始 申込締切 回数 学費 コード番号 

7月 7/18, 8/1, 8/8, 8/22, 9/5, 9/19 5/15（月） 6/15（木） 6回 30,000円 58673 

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、講義の一部に大統領制に関する 

英語講演の音声教材も使用します。米国の三権分立制の下での大統領の権限、議会、最高裁との関連などについて、 

二十世紀の幾つかの史実の例から学びます。 

 

授業時間の制約上、同書の第一章 Inventing the Presidency の部分、建国時の歴史を扱う部分は授業では扱いません

ので、受講生の方はその章を自習なさってください。英文は比較的に平易です。ご質問はクラスでお受けいたします。 

7月期は同書の第二章 The Presidency finds its place から始めます。 

 

なお、和文での関連参考書として、大井・斉藤 共著『米国史入門』があります。同書の最後部には米国憲法と米国 

政治制度の詳細な解説が載っています。 

 

使用教材： 
The American Presidency - A Very Short Introduction, 2nd Ed., Charles O. Jones 
Oxford University Press, ISBN: 9780190458201  

（教材は原則として、受講者ご自身でご購入ください。紀伊國屋書店、丸善、Amazon等で購入が可能です。 

入手困難な場合は、事前に事務局までご連絡ください。） 
 

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。 

 

大井講師のプロフィールは14ページをご参照ください。 
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*This course will be conducted mainly in Japanese. 
科目名 講師 使用言語 

Introduction to American History / 
米国史入門講座 

Mr. Naoya Hashimoto 日英 

レベル 曜日 時間帯 （分） 定員 

中級2 TOEIC 700点～ 金 15:00～16:30 （90分） 15 

開講月 授業日程 受付開始 申込締切 回数 学費 コード番号 

7月 7/7～9/22 （8/11, 8/18休み） 5/15（月） 6/15（木） 10回 45,000円 59559 

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 (U.S. History for Dummies) 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) 

 

※7月期は第三部のChapter 13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., Steve Wiegand, For Dummies (2014) ISBN: 9781118888988 

（教材は原則として、受講者ご自身でご購入ください。紀伊國屋書店、丸善、Amazon等で購入が可能です。 

入手困難な場合は、事前に事務局までご連絡ください。） 
 
 
 

 

講師プロフィール： Mr. Naoya Hashimoto （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。 

 
MA, Political Philosophy, University of Maryland; MA, Judaic Studies, Jewish Theological 

Seminary, New York; BA, Western Philosophy, Tsukuba University. 
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■欧州研究 
*This course will be conducted mainly in Japanese.  

科目名 講師 使用言語 

仏独関係史 / Le couple franco-allemand Dr. Takashi Oi 日仏 

レベル 曜日 時間帯 （分） 定員 

仏検2級以上 土 18:00～19:30 （90分） 10 

開講月 授業日程 受付開始 申込締切 回数 学費 コード番号 

7月 7/22, 7/29, 8/19, 9/2, 9/9, 9/16 5/15（月） 6/15（木） 6回 27,000円 57822 

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。 
 

使用教材： 
Le couple franco-allemand---une relation passionnelle, Laurand Leblond, 
CreateSpace Independent Publishing Platform, ISBN: 9781481833196 

（教材は原則として、受講者ご自身でご購入ください。紀伊國屋書店、丸善、Amazon等で購入が可能です。 

入手困難な場合は、事前に事務局までご連絡ください。） 
 

7月期には上記教材の63ページ、「欧州統合の賭けから仏独条約まで」から始めます。 

 

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。 

 

講師プロフィール： Dr. Takashi Oi （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。元早稲田大学、

上智大学、津田塾大学、明治学院大学などで国際政治学担当の非常勤講師。 

米国NY州Elmira College元理事。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。 

元国際教育振興会理事長・日米会話学院学院長、現同顧問。 

最近著：「欧州の国際関係 1919-1946」（たちばな出版）。その他英仏語からの和訳書多数。 
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*This course will be conducted mainly in Japanese. 
科目名 講師 使用言語 

Sad America / 悲しいアメリカ 米国社会の裏面を考察 Dr. Takashi Oi 日仏 

レベル 曜日 時間帯 （分） 定員 

仏検準2級程度以上 木 19:20～21:00（100分） 10 

開講月 授業日程 受付開始 申込締切 回数 学費 コード番号 

7月 7/20, 8/3, 8/10, 8/24, 9/14 5/15（月） 6/15（木） 5回 25,000円 57825 

この講座は講義形式のもので、フランス人ジャーナリストによる2011-2016年の現地調査に基づく仏文の報告を素材

にして、米国社会の裏面の現実を考察しようというものです。現地調査による多数の資料が紹介されています。著者

は米国の第一次イラク戦争を従軍記者として目撃しました。使用教材は特に偏狭な反米的イデオロギーによる著述で

はなく、従来、マスコミではあまり注目されてこなかった米国社会の裏面の諸事実を多角的にまた歴史的に考察するも

のです。トランプ政権の出現後に補正版が出ました。同書の主要な考察項目には次のものがあり、原著はフランスで

激賞されています。フランス人による米国論はド・トクビル以来、米国に対する大きな期待から生まれる批判です。 

 

 米国の国家予算の半分は軍事費 

 子供の四人に一人が公費による給食を必要とする。 

 中国や北朝鮮よりも受刑者が多い。 黒人の青年男子の二割が服役中。 

 毎日30人以上が銃火器により死亡。 

 大学の学費に年間4万ドル、社会格差の助長。 

 所得税率は富裕者には15％、低所得者には25～30%。 

 二大政党は2016年の選挙で70億ドルを使って政治権力を分有。 

 

この教材の仏文はジャーナリストによるものなので平易で、ほとんどが短い文章です。難解な論理はありません。仏検

準2級～2級程度の文法力で解読できます。受講生の方は予習が望ましいですが、予習されなくても講師がクラスで 

詳細に解説します。米国の現代社会の現実に関心をいだかれる方々には好適の解説書です。最初の序文の二つの

章については、講師が全訳をつけます。 

 

7月期には同書の中の以下の項目を扱う予定です。 

 序論――米国は希望の国か、社会格差の固定化と警察力の強化 

 富裕者たちの幸福 

 アパラチア地方の開発破壊 

 インデイアン虐殺記念地の販売 

 富裕層のための特異な共生社会集団 

 貧困者に対する情け無用 

 

使用教材： TRISTE AMERIQUE, Michel Floquet, Les Arènes (2016) ISBN: 978-2352046066 

（教材は原則として、受講者ご自身でご購入ください。紀伊國屋書店、丸善、Amazon等で購入が可能です。 

入手困難な場合は、事前に事務局までご連絡ください。） 

受講希望の方は事前に上記の教材の抜粋を事務局でご覧になれます。 

 

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。 

 

大井講師のプロフィールは14ページをご参照ください。 
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フランス語講座 
 

科目名 講師 使用言語 

フランス語でバイブルを読む 文法、動詞の活用の復習 浅尾 文恵 日仏 

レベル 曜日 時間帯 （分） 定員 

フランス語初中級者 金 13:30～15:40 （120分） 6 

開講月 授業日程 受付開始 申込締切 回数 学費 コード番号 

7月 
7/7～9/22  

（8/11, 8/18, 8/25, 9/1休み） 
5/15（月） 6/15（木） 8回 38,400円 57828 

語学としてのフランス語を学び直しながら、聖書を読み教養を深めることを目的とします。 

古典であり、世界のベストセラーの聖書をフランス語で読むクラスです。信仰とは別に、教養のためのフランス語で、 

聖書を文法的理解中心に学びます。聖書の知識はギリシャ神話と同じように西洋文化を理解するうえでとても重要です。 

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。 

文法を重視して読解力を高めます。 

テキストとして、フランス語バイブルを用いて学びます。旧約聖書の有名な場面を読んでいきます。 
 

使用教材： 

仏検3・4級必須単語集―petits pois, 久松健一, 白水社, ISBN: 9784560002650 

（教材は原則として、受講者ご自身でご購入ください。紀伊國屋書店、丸善、Amazon等で購入が

可能です。入手困難な場合は、事前に事務局までご連絡ください。） 

TOB:Traduction œcuménique de la Bible, ISBN：9782853000710 

1976年に完成したカトリックとプロテスタントによる史上初の共同訳聖書です。トーブという愛称で

呼ばれています。本書は1988年の改訂版です。（教材は原則として、受講者ご自身でご購入くだ

さい。日本聖書協会直営店・オンラインショップで購入が可能です。入手困難な場合は、事前に事

務局までご連絡ください。他の仏語聖書をお持ちの方は初回授業へお持ちください。授業での使

用が可能か講師が判断します。） 

 

 

 

 

 

講師プロフィール： 浅尾 文恵 （Ms. Fumie Asao） 

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。 
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科目名 講師 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 浅尾 文恵 日仏 

レベル 曜日 時間帯 （分） 定員 

フランス語初中級者 木 19:00～21:10 （120分） 6 

開講月 授業日程 受付開始 申込締切 回数 学費 コード番号 

7月 7/13～9/21 （8/10, 8/17休み） 5/15（月） 6/15（木） 9回 43,200円 57830 

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。 

 

レベル： 中級以上（初級の方はご相談ください）。毎回の宿題をこなし、復習をする時間を確保できる方。 

 

使用教材： 

耳が喜ぶフランス語, Christian Kessler, 山下利枝, 三修社, ISBN: 9784384056440 

フランス語構文練習帳（改訂版）, 石野好一, 第三書房, ISBN: 9784808621971 

（教材は原則として、受講者ご自身でご購入ください。紀伊國屋書店、丸善、Amazon等で

購入が可能です。 

入手困難な場合は、事前に事務局までご連絡ください。） 

 

 

 

 

 

講師プロフィール： 浅尾 文恵 （Ms. Fumie Asao） 

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。 
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科目名 講師 使用言語 

フランス語―初級文法＆発信力強化クラス 

（英語とフランス語の比較を通じて） 
高橋 郁弥 日仏英 

レベル 曜日 時間帯 （分） 定員 

フランス語初級者 木 19:40～21:30 （110分） 6 

開講月 授業日程 受付開始 申込締切 回数 学費 コード番号 

7月 7/13～9/21 （8/17休み） 5/15（月） 6/15（木） 10回 44,000円 57833 

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、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」です。 

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。また、良い例文がたく

さん載っていますので、日⇔仏を即座に切り替える練習も多く織り込み、文法力を土台にした発信力も鍛えて行きます。

授業では頻繁に英語とフランス語の文法構造の類似性にも触れ、英語の知識を最大限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非常に容易になります。 

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？ 
 

使用教科書： 

ゼロから始めるフランス語－文法中心, 猪狩廣志著, 三修社, ISBN: 9784384007114  

（教材は原則として、受講者ご自身でご購入ください。紀伊國屋書店、丸善、Amazon等で購入が

可能です。入手困難な場合は、事前に事務局までご連絡ください。） 

7月期は4月期続き（教科書後半）を扱います。必要に応じて4月期学習内容を復習します。 

上記の教科書に加えて、適宜プリント教材を配付します。 

 

 

 

 

 

 

講師プロフィール： 高橋 郁弥（Mr. Ikuya Takahashi） 

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。 
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科目名 講師 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 土屋 元 日仏 

レベル 曜日 時間帯 （分） 定員 

フランス語初中級者 金 19:00～20:30 （90分） 10 

開講月 授業日程 受付開始 申込締切 回数 学費 コード番号 

7月 7/7～9/15 （8/4, 8/11休み） 5/15（月） 6/15（木） 9回 32,400円 57836 

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「アカデミー・フランセーズ」から「ディエン・ビエン・フー」「ラスコー洞窟」「牡蠣

（かき）」「サンタクロース」にまでおよびます。 

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なことから、この講座では添付のCDも

繰り返し聴きながら、発音の指導を徹底して行っていきます。 

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。 
 
使用教科書：  

時事フランス語 2017年度版 （A la page: actualités françaises 2017）,  

加藤晴久, ミシェル・サガズ著, 朝日出版社, ISBN: 9784255352794 （音声CD付き） 

（教材は開講日に学院2階受付にてご購入ください。） 

 

 

 

 

 

講師プロフィール： 土屋 元（Mr. Hajime Tsuchiya） 

幼少時の9年をフランスで過ごす。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。 

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修士課程修了（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。 
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募集要項 

■受講申込 

所定の「受講申込書」（当振興会日米会話学院窓口にて入手、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、FAX（03-3353-8908）にて 

当学院宛てにお送りください。Eメールに添付でのお申し込み（宛先: info@nichibei.ac.jp）もできます。 

※FAX・Eメール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。 

 

■プログラム／コース／科目成立のご案内 

受付締切日から4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. 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 

受講手続完了といたします。（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（2016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」添付の「テキスト使用科目と購入のお知らせ」にてご案内いたします。 

 

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 
 

■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30分が目安です。 

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 

●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。 
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■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。 

●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 

1. 開講日の前日までの受講撤回 

 書面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。  

2. 開講後の受講撤回 

 当学院所定の書類による申出にて、支払い済みの学費から、既受講分学費（支払済み学費÷授業回数×受講回数）と 

 解約手数料を差し引いた額を返却します。  

 ※解約手数料： 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。  

 ※なお、開講日から受講撤回の申出日までの期間は授業が行われている限り、また、申出日が授業日の場合、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。 
 

■振替受講 
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中での振替 

※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 ・欠席科目のコード番号と科目名と日時 ・振替希望科目のコード番号と科目名と日時 

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、授業内容が重複または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。 

3. 宿題範囲をお知らせ、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。 

4. 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。 

5. 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。 

6. 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。 

・小中高英語  ・プライベートレッスン  ・チケット制コース  ・短期セミナー  ・講習  ・法人英語研修 

  



 

 

 

 
 
 
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 
 
一般財団法人国際教育振興会日米会話学院は四谷駅

前地区再開発事業のため、2016年1月より再開発地区

仮店舗内に校舎を仮移転しました。 

一階の四谷駅前郵便局、アウトドア用品店などの並びに

入口がございます。 

 

http://www.nichibei.ac.jp/institute/map.html 

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-50 

Tel. 03-3359-9621 

 
URL : www.nichibei.ac.jp 
E-mail : info@nichibei.ac.jp 
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.iec-nichibei.or.jp   E-mail: info@iec-nichibei.or.jp  TEL: 03-3359-9620 
 

国際教育事業： 

     

 

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-） ●大学院留学準備講座 ●フランス語講座 

■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 
 

mailto:info@iec-nichibei.or.jp

