
 

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 
 
 

Spring Intensive 

高校生・大学生・社会人対象 

テスト対策春季集中 
 

TOEFL iBT・IELTS全科目受講は20%割引 
 

2019年3月26日(火)～3月31日(日) 

 
 

  

 科目名 レベル 時間帯 講師 
3/26 

(火) 

3/27 

(水) 

3/28 

(木) 

3/29 

(金) 

3/30 

(土) 

3/31 

(日) 

テスト対策入門 入門 午前・午後 吉田 ● ●     

アカデミックライティング対策 初・中級 午後 村松 ● ● ● ● ●  

英検®対策 

準1級 中級 午前・午後 村松 ● ●     

1級 上級 午前・午後 浅尾   ● ●   

TOEIC® L&R  

Test対策 

ターゲット 

600～730 
初・中級 午前 市村  ● ● ● ● ● 

ターゲット 

800～900 
中・上級 夜間 岩瀬/鈴木 ● ● ● ● ● ● 

TOEFL iBT®  

テスト対策 

レベル1 

(ターゲット61) 
初・中級 午前・午後 

詳細は4ページをご覧ください 

レベル2 

(ターゲット100) 
上級 午前・午後 

IELTS対策 7.0 上級 午前・午後 詳細は8ページをご覧ください 

 

TOEFL iBT®・IELTS対策 スケジュールは該当ページをご覧ください。 
 
 
 

申込締切 3月18日(月) 
締切後も定員に余裕のあるクラスは申込可能です。 

 
 
 

www.nichibei.ac.jp  

http://www.nichibei.ac.jp/
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※レベル(「中級 TOEIC 600点～」等)は一応の目安です。ご経験等も合わせてご検討ください。 
 
■ テスト対策入門 - 全検定試験対応 - 

科目名 講師 使用言語 

テスト対策入門 吉田 守利 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

入門 

TOEIC 300点～ 

3/26(火), 3/27(水) 

10:40～16:20(昼休み12:10～13:10) [270分ｘ2回] [全9時間] 
3/18(月) 12 25,650円 56102 

全ての検定試験コースを受講するにあたり必要となる土台作りをするコースです。 

クラスでの学習だけでなく、自己学習を通じて、将来のスコアアップのための強固な土台を築きます。 

 

●特徴 

将来さまざまな検定試験でスコアをあげ、合格を勝ち取るための自己学習法を指導 

同時に、検定試験対策で必要となる3本柱「語彙」「文法」「リーディング及びリスニング」を、問題を解きながら強化 

通訳メソッドを活用し、歴史と経験に裏付けされた通訳者養成のノウハウをスコアアップに役立てます 

 

●授業の流れ 

 

 

 

 

 

 

使用教材： ●Mr. Evineの中学英文法を修了するドリル (アルク)  

 ●速読速聴・英単語 Basic 2400 ver. 3 (Z会)  

 

■ アカデミックライティング対策 - 英検/TOEFL iBT/IELTS対応 - 
科目名 講師 使用言語 

アカデミックライティング対策 村松 剛 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

初・中級 

TOEIC 500点～ 

3/26(火)～3/30(土)  

17:20～18:50 [90分×5回] [全7.5時間] 
3/18(月) 12 23,370円 56314 

試験において、与えられた時間内に英文らしいフォーマットで文章をまとめるために必要なスキルを実践演習を通して習得します。 

ライティングに重点を置きつつ、他の3技能(リーディング・リスニング・スピーキング)と関連付け、総合的な英語力向上を実現します。 

 

授業内アクティビティ 

●徹底的なリスニングと音読で英語らしい文法構造・語彙の使い方をインプット 

●日本語 → 英語変換演習 

●リーディング / リスニングパッセージを口頭・筆記で要約 

●英語の文章構造を分析 

●口頭での Question & Response 練習で回答を思い付き表現するための瞬発力を鍛える 

●文法問題演習で弱点を認識・強化 

●ライティング演習、添削 

 

(コース終了時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ます。)  

 

使用教材：プリント教材を講師より配付 

  

語彙増強 
通訳メソッドを活用して 

リーディング・リスニング力の強化 

文法の知識習得 

使える文法力の獲得 
問題演習 
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■ 英検®対策 2日間の学習でリスニング・リーディング・ライティング・スピーキングを強化します。 

科目名 講師 使用言語 

英検®準1級対策 村松 剛 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

中級 

TOEIC 600点～ 

3/26(火)、3/27(水) 

09:00～17:00(昼休み12:35～13:25)[420分×2回][全14時間] 
3/18(月) 12 40,050円 56419 

準1級合格をベースラインに、さまざまに応用の効くトレーニングを実施します。 
 

1日目 1次試験 リーディング・リスニング対策 
2日目 1次試験 ライティング・2次試験スピーキング対策 
 

➤全スキル共通の英語力強化トレーニング法 

1．サイトトランスレーション: 英語理解力(情報処理能力)を高める 

2．シャドーイング： リスニング力を強化する 
 

➤リーディング対策 (1日目) 

1．徹底したサイトトランスレーションにより、英文の情報処理を正確に行うための練習をする 

 正しく訳せるだけでなく、記憶に残すための練習を行います 

2．スキャンリーディングを取り入れて、英検の問題に合わせた実地練習を行う 
 

➤リスニング対策 (1日目) 

1．シャドーイング: 英語を正しく聞きとるためのスキルを、練習を通じて習得 

2．スキャニング: リーディングだけでなく、リスニングについてもポイントをつかむために、準1級の問題の特徴に合わせた練習を実施 
 

➤ライティング対策 (2日目) (学費には添削料が含まれます。)  

1．準1級の要求するエッセイの構成を学ぶ 

2．実際に、クラス内でライティングを書き、ディスカッションを通して、自分に不足している事を学ぶ 

3．英文ライティングについて、添削を行います。また、別のトピックのライティング課題が出されます 
 

➤スピーキング対策 (2日目) 

1．2次試験イラスト描写、面接官との質疑応答の対策として、ライティングとリンクした説明を実施 

2．クラスでのプレゼンテーションもあります 
 

使用教材：●2018-2019年対応 短期完成 英検準1級3回過去問集 (旺文社) 
 

科目名 講師 使用言語 

英検®1級学習法 浅尾 文恵 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

上級 

TOEIC 800点～ 

3/28(木)、3/29(金) 

09:00～17:00(昼休み12:35～13:25)[420分×2回] [全14時間] 
3/18(月) 12 40,050円 56611 

英語の底力を築くための特訓に参加しましょう。1級合格をベースラインに、さまざまに応用の効くトレーニングを実施します。 
 

1日目 1次試験 リスニング・ライティング強化  
2日目 2次試験 リーディング・スピーチ強化 
 

➤全スキル共通の英語力強化トレーニング法 

1．サイトトランスレーション: 英語理解力(情報処理能力)を高める 

2．シャドーイング： リスニング力を強化する 
 

➤リスニング強化 (1日目) 

1．シャドーイング  英語を正しく聞きとるためのトレーニング法を習得 

2．スキャニング  リーディングだけでなく、リスニングについてもポイントをつかむために、1級の問題の特徴に合わせた練習を実施 
 

➤ライティング強化 (1日目) (学費には添削料が含まれます。) 

1．1級の要求するエッセーライティングを書くための構成を学ぶ 

2．実際に、クラスにて、ライティングを書き、ディスカッションを通して、自分に不足している事を学ぶ 

3．英文ライティングについて、添削を行います。また、別のトピックのライティング課題が出されます 
 

➤リーディング強化 (2日目) 

1．より徹底したサイトトランスレーションにより、英文の情報処理を正確に行うための練習を実施 

 正しく訳せるだけでなく、記憶に残すための練習をできるようにします 

2．スキャンリーディングを取り入れて、英検の問題に合わせたスキャンリーディングを実際に行います 
 

➤スピーチ強化 (2日目) 

1．2次試験スピーチに対する対策として、1日目のライティングとリンクした説明を実施 

2．クラスでのプレゼンテーションもあります 
 

使用教材：●2019年版 英検1級過去6回全問題集 (旺文社) 
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■ TOEIC® L&R Test対策  
科目名 講師 使用言語 

TOEIC® L&R Test -ターゲットスコア600～730点突破を目指そう- 市村 文子 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

初・中級 

TOEIC 500点～ 

3/27(水)～3/31(日) 

09:00～12:10 [180分×5回] [全15時間] 
3/18(月) 12 42,750円 56321 

短期間で、TOEIC L&Rテストスコアアップを勝ち取るために必要な「英語力」と「試験本番での解答スキル」を、集中的に身につけます。 
 

演習問題を通じて英語力をつけるとともに、各パートの特徴と攻略法を解説します。また「英語力」をつけるためには日々の継続的活動が必要不

可欠なため、日々の学習の中で「何をすべきか」について自己学習の方法を提示します。TOEIC L&Rテストは他の語学試験に比べ、スピード、 

集中力、持続力が求められます。その部分を、問題演習を通じて体得します。 

➤英語力強化 

⚫ リスニング：リスニングセクションで必要な語彙力とは。リスニング力をあげる訓練(何を聴き、何を聴かないのか) 

⚫ リーディング：リーディングセクションで必要な語彙力とは。TOEICテストにおける特殊なリーディング手法。速読力強化、基本文法強

化。 

➤試験本番での解答スキル 

⚫ パート毎の解き方の解説 

⚫ リスニングセクションのリズムとリーディングセクションの時間配分 

➤自己学習法 

⚫ 何をすべきでないか。何をすべきか。 

➤圧力演習 

⚫ 短時間で問題を解く演習 

 

使用教材： ●公式 TOEIC® Listening & Reading 問題集 4 (国際ビジネスコミュニケーション協会) 

 ●TOEIC® L&R TEST 出る単特急 金のフレーズ (朝日新聞出版) 

 

科目名 講師 使用言語 

TOEIC® L&R Test -ターゲットスコア800～900点突破を目指そう- 
岩瀬 ますみ 

鈴木 滋 
日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

中・上級 

TOEIC 700点～ 

3/26(火) ～3/31(日) 

18:30～21:10 [150分×6回] [全15時間] 
3/18(月) 12 42,750円 56587 

TOEIC L&Rテストを短期間でスコアアップするのに必要な「英語力」と「試験本番での解答スキル」を集中的に身につけます。 
 

リスニング・リーディングの実践演習問題を通じて解答力を磨きます。TOEIC頻出の文法項目と頻出問題、頻出語彙・フレーズもカバーし、

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。TOEIC対策と同時に、英語力

アップのコツや効果的な学習法(速読・速聴やアウトプットのコツ)を身につけます。 

➤ テスト対策スキル 

⚫ パート別対策： リスニング・リーディング各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 

⚫ 時間配分： 時間内にスピーディーに解くための時間配分 

⚫ 自己学習法： スコアアップのための効果的なTOEICテスト対策学習法 

➤ 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  ・速読のコツ 

⚫ 語彙： TOEICテスト頻出語彙 

⚫ 文法： 頻出の文法事項の正確な理解 

⚫ 自己学習法： 英語の実力をつける学習法 

 

使用教材： ●公式 TOEIC® Listening & Reading 問題集 4 (国際ビジネスコミュニケーション協会) 

 ●TOEIC® L&Rテスト 本番そのままプラチナボキャブラリー (ジャパンタイムズ) 

  



- 4 - 

■ TOEFL iBT®テスト対策 各クラス定員12名 

 
Schedule 

 

レベル1 

 

レベル2 

 

Level 

※ 夏季講習(2018年8月実施)と異なった問題を取り上げます。 

 

各レベル共、全科目受講は20％割引となります。 

90,000円 ⇒ 72,000円 (教材費別)  
 
 
 

申込締切 3月18日(月) 
締切後も定員に余裕のあるクラスは申込可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

スケジュール 3/27(水) 3/28 (木) 3/29 (金) 3/30(土) 3/31(日) 
      

09:00～12:10 
Reading 

小池 

Reading 

小池 

Writing 

(Integrated) 

村松 

Listening 

(Dialogue & 

Lecture) 

村松 

Listening 

(Dialogue) 

Chen 

13:10～16:20 

Grammar and 

Vocabulary 

小池 

Grammar and 

Vocabulary 

小池 

Writing 

(Independent) 

Maschio 

Speaking 

(Independent) 

Chen 

Speaking 

(Integrated) 

小池 

スケジュール 3/26(火) 3/27(水) 3/28 (木) 3/29 (金) 3/30(土) 
      

09:00～12:10 
Reading 

高橋 

Reading 

高橋 

Listening 

(Lecture) 

高橋 

Listening 

(Dialogue) 

Chen 

Speaking 

(Integrated) 

高橋 

13:10～16:20 

Grammar and 

Vocabulary 

高橋 

Writing 

(Integrated) 

高橋 

Writing 

(Independent) 

Meyer 

Speaking 

(Independent) 

Chen 

Speaking 

(Integrated) 

高橋 

レベル 目標スコア ご受講レベル 

レベル1 TOEFL iBTテスト 61 TOEFL iBTテスト 45点～ / TOEICテスト 450点～ 

レベル2 TOEFL iBTテスト 100 TOEFL iBTテスト 80点～ / TOEICテスト 800点～ 
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■ TOEFL iBTテスト Reading 
科目名 コード番号 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 

TOEFL iBT
®

テスト Reading 

- アカデミック文書の攻略 - 

レベル1 56329 

 3/27(水)、3/28(木) 

09:00～12:10 

[180分×2回][全6時間] 

18,000円  小池 惣 日英 

レベル2 56660 

3/26(火)・ 3/27(水) 

09:00～12:10 

[180分×2回][全6時間] 

18,000円 高橋 郁弥 日英 

パッセージを正確に読むために必要な語彙と文法、さらにアカデミックな文書の典型的な修辞法に焦点を当てます。 

また、TOEFL iBTテストに独特な出題形式、解法のコツ、リスニング力向上につながるリーディングパッセージ活用方法を学びます。 
 

⚫ リーディングセクション概要 

⚫ 精読＆速読スキル  

⚫ 最重要語彙＆語彙の拡張方法 

⚫ 実践演習＆フィードバック 
 

使用教材： レベル1 ●TOEFL iBT®テスト本番模試 (旺文社) 

 レベル2 ●ETS公認ガイド TOEFL iBT® 第4版 CD-ROM版 (マグロウヒル・エデュケーション・アジア) 

 

■ TOEFL iBTテスト Grammar and Vocabulary 
科目名 コード番号 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 

TOEFL iBT
®

テスト  

Grammar and Vocabulary  

- Fundamental Grammar and  

Vocabulary in Academic Passages - 

レベル1 56331 

 3/27(水)、3/28(木) 

13:10～16:20 

[180分×2回][全6時間] 

18,000円 小池 惣 日英 

レベル2 56662 

 3/26(火) 

13:10～16:20 

[180分×1回][全3時間] 

9,000円 高橋 郁弥 日英 

知っている単語をつなぎ合わせて意味を推測するような、不正確で受動的な読み方から脱却するには。 

TOEFL iBTテストのReadingパッセージを文法・語彙を切り口に分析し、よりアクティブに読解することを目指します。 

さらに、Output能力を問われるWriting及びSpeakingセクションでは、文法ミスは無慈悲に減点されます。日本人に多い間違いとは。 

TOEFL iBTでテスト形式としてはなくなってしまった文法問題の演習を通して、Writing、Speakingをよりアカデミックに。 

 

⚫ アカデミックな文の特徴 

⚫ 文法構造理解の重要性 

⚫ 辞書の有効活用 

⚫ 語彙の拡張方法 

⚫ 日本人の英語文法の弱点把握 

⚫ 問題演習 

 

使用教材： レベル1 ●TOEFL iBT®テスト本番模試 (旺文社) 

 レベル2 ●ETS公認ガイド TOEFL iBT® 第4版 CD-ROM版 (マグロウヒル・エデュケーション) 

 

  



- 6 - 

■ TOEFL iBTテスト Listening  
科目名 コード番号 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 

TOEFL iBT
®

テスト Listening 

- Dialog & Lecture Listening - 

レベル1 56333 

3/30(土)・3/31(日) 

09:00～12:10 

[180分×2回][全6時間] 

18,000円 
村松 剛 

Chen, Amis 

日英

英 

レベル2 56664 

3/28(木)・3/29(金) 

09:00～12:10 

[180分×2回][全6時間] 

18,000円 
高橋 郁弥 

Chen, Amis 

日英 

英 

Listening力向上こそが実はTOEFL iBTテストスコアアップのキーポイント。 

ダイアログとTOEFL iBTテスト特有の長時間のレクチャー問題を体験・分析しながら、解法のコツを学びます。 

 

⚫ リスニングセクション概要(タイプ別問題形式) 

⚫ リスニングのメカニズムからつかむダイアローグリスニング攻略法 

⚫ レクチャーの構成をつかむ 

⚫ メモ取りのコツ 

⚫ 実践演習＆フィードバック 
 

使用教材： レベル1 ●TOEFL iBT®テスト本番模試 (旺文社) 

 レベル2 ●ETS公認ガイド TOEFL iBT® 第4版 CD-ROM版 (マグロウヒル・エデュケーション) 

 

■ TOEFL iBTテスト Writing 
科目名 コード番号 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 

TOEFL iBT
®

テスト Writing 

- Independent & Integrated 

Writing - 

レベル1 56335 

3/29(金) 

09:00～16:20 

(昼休み12:10～13:10) 

[360分×1回][全6時間] 

18,000円  
村松 剛 

Maschio, Chris 

日英 

英 

レベル2 56666 

 3/27(水)、3/28(木) 

13:10～16:20 

[180分×2回][全6時間] 

18,000円  
高橋 郁弥 

Meyer, Thomas 

日英 

英 

Academic Essay Writingの基盤を確立し、スキルの統合的活用を演習します。 
 

⚫ 骨組みの構築・所要時間 

⚫ 各パートの発展法 

⚫ 推敲のスキル 

⚫ Integrated Writingの流れを把握する 

⚫ メモ取り演習 

⚫ 実践演習(実際に答案を作成します)＆フィードバック 

(ペアワークで分析→講師・クラス全体での確認→講師によるフィードバック) 

⚫ エッセイは添削を受けることができます。(学費には添削料が含まれています。) 
 

課題： 授業終了時にIndependent Writingの課題が出されます。期日までに提出してください。講師が添削の上、返送いたします。 
 

使用教材： レベル1 ●TOEFL iBT®テスト本番模試 (旺文社) 

 レベル2 ●ETS公認ガイド TOEFL iBT® 第4版 CD-ROM版 (マグロウヒル・エデュケーション) 
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■ TOEFL iBTテスト Speaking 
科目名 コード番号 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 

TOEFL iBT
®

テスト Speaking  

- Independent & Integrated  

Speaking - 

レベル1 56337 

3/30(土)・3/31(日) 

13:10～16:20 

[180分×2回][全6時間] 

18,000円 
小池 惣 

Chen, Amis 

日英 

英 

レベル2 56668 

3/29(金) 13:10～16:20 

3/30(土) 09:00～16:20 

(昼休み12:10～13:10) 

[180分＋360分][全9時間] 

27,000円 
高橋 郁弥 

Chen, Amis 

日英 

英 

まずは模擬テストを体験。時間配分のポイントを学びます。Integrated Speakingセクションでは全体と詳細を同時に聴き取ります。 
 

⚫ 45秒スピーチにトライ 

⚫ 流暢さの重要性とアピール法 

⚫ 日々の5分間自主トレについて 

⚫ 60秒スピーチにトライ 

⚫ 「リスニング」の重要性とトレーニング法 

⚫ 「リーディング」の重要性とトレーニング法 
 

使用教材： レベル1 ●TOEFL iBT®テスト本番模試 (旺文社) 

 レベル2 ●ETS公認ガイド TOEFL iBT® 第4版 CD-ROM版 (マグロウヒル・エデュケーション) 

 

■ TOEFL iBTテスト 全科目 (全科目受講割引対象) 
科目名 コード番号 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 

TOEFL iBT
®

テスト 全科目 

レベル1 56340 

3/27(水)～3/31(日) 

09:00～16:20 

(昼休み12:10～13:10) 

[360分×5回][全30時間] 

72,000円 

小池・村松 

Chen 

Maschio 

日英 

英 

英 

レベル2 56671 

3/26(火)～3/30(土) 

09:00～16:20 

(昼休み12:10～13:10) 

[360分×5回][全30時間] 

72,000円 

高橋 

Chen 

Meyer 

日英 

英 

英 

*学費には20％の割引が適用されています。 

文法・語彙・リーディング・リスニング・スピーキング・ライティング―TOEFL iBTを構成するすべての科目を集中的に学習、テストの全体

像と攻略ポイントを集中的に学びます。 

 

使用教材： レベル1 ●TOEFL iBT®テスト本番模試 (旺文社) 

 レベル2 ●ETS公認ガイド TOEFL iBT® 第4版 CD-ROM版 (マグロウヒル・エデュケーション) 
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■ IELTS 7.0 対策 各クラス定員12名 
 

Schedule 

 

Level 

 
 

 

全科目受講は20％割引となります。 

64,800円 ⇒ 51,840円 (教材費別)  
 

申込締切 3月18日(月) 
締切後も定員に余裕のあるクラスは申込可能です。 

 

■IELTS Listening 
科目名 コード番号 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 

IELTS Listening 

- Dialogue & Monologue s 

 Listening - 

56625 

3/26 (火) 

09:00～12:10 

[180分×1回][全3時間]  

10,800円 Chen, Amis 英 

日常生活における会話＆モノローグ、学術的なテーマに関する会話＆モノローグのそれぞれの問題を体験・分析しながら、解法のコツを学びます。 
 

⚫ リスニングセクション概要(タイプ別問題形式) 

⚫ IELTSテスト特有の綴りを書かせる問題の注意点 

⚫ リスニングのメカニズムから掴むダイアローグリスニング攻略法 

⚫ モノローグの構成を掴む 

⚫ サインポスト表現の重要性 

⚫ 実践演習＆フィードバック 
 

使用教材：●IELTS Practice Tests with key (桐原書店)  

 

■ IELTS Reading 
科目名 コード番号 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 

IELTS Reading  

- アカデミック文書の攻略 - 
56627 

3/26 (火)  

13:10～16:20 

[180分×1回][全3時間] 

10,800円 Chen, Amis 英 

パッセージを正確に読むために必要な語彙と文法、さらにアカデミックな文書の構成を分析します。またIELTSテストに独特な出題形式、 

解法のコツを学びます。 
 

⚫ リーディングセクション概要 

⚫ 精読＆速読スキル  

⚫ 最重要語彙＆語彙の拡張方法 

⚫ 実践演習＆フィードバック 
 

使用教材：●IELTS Practice Tests with key (桐原書店) 

スケジュール 3/26 (火) 3/27 (水) 3/28 (木) 

09:00～12:10 Listening Speaking Speaking 

13:10～16:20 Reading Writing (Essay) Writing (Data Report) 

目標スコア ご受講レベル 

IELTS 7.0 IELTS 6.0～ /  TOEFL iBTテスト 80点～ / TOEICテスト 800点～ 
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■ IELTS Speaking 
科目名 コード番号 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 

IELTS Speaking  
- Introduction & Part1~3 - 

56629 

3/27(水)・3/28(木) 

09:00～12:10 

[180分×2回][全6時間] 

21,600円 Chen, Amis 英 

IELTSテストのスピーキングセクションは面接です。4つの評価基準を確認後、3つのパートの問題形式及び攻略法を学びます。 

    

⚫ スピーキングセクション全体に当てはまる攻略法 

⚫ 流暢さの重要性とアピール法 

⚫ 日々の自主トレについて 

⚫ 1～2分間スピーチにトライ 

⚫ Part 3の質問タイプ(列挙、比較、対比など)の分析 

⚫ Part 3の質問タイプに応じた定型表現の習得 

 

使用教材：●IELTS Practice Tests with key (桐原書店) 

 

■ IELTS Writing 
科目名 コード番号 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 

IELTS Writing 
- Task 1 (Data Report) & 

Task 2 (Essay) - 

56631 

3/27(水)・3/28(木) 

13:10～16:20 

[180分×2回][全6時間] 

21,600円 Chen, Amis 英 

Academic Essay Writingの基礎を徹底させ、IELTSテスト特有のデータ分析の方法及びエッセイの組み立て方を学びます。 

⚫ アカデミックライティングの構成(導入部、本文展開部、結論部) 

⚫ 各パートの発展法 

⚫ グラフや図表の分析方法 

⚫ Task1のパラグラフ構成 

⚫ Task1に必須の比較及び対比の構文の習得 

⚫ 推敲の重要性 

⚫ 実践演習(実際に答案を作成します)＆フィードバック 

⚫ エッセイは添削を受けることができます。(学費には添削料が含まれています。) 

課題： 授業終了時にIndependent Writingの課題が出されます。期日までに提出してください。講師が添削の上、返送いたします。 

使用教材：●IELTS Practice Tests with key (桐原書店) 

 

■ IELTS 全科目 (全科目受講割引対象) 
科目名 コード番号 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 

IELTS 全科目 

- Reading, Listening,  

Speaking, Writing - 

56636 

3/26 (火)～3/28 (木) 

09:00～16:20 

(昼休み12:10～13:10) 

[360分×3回][全18時間] 

51,840円 Chen, Amis 英 

*学費には20％の割引が適用されています。 

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集中的に学びます。 

使用教材：●IELTS Practice Tests with key (桐原書店) 

 
  ※英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。 

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

❑ 英検®1級対策 ❑ TOEFL iBT®テスト / IELTS対策 

 浅尾 文恵 

(Ms. ASAO, Fumie) 

検定試験対策、通訳者養成プログラム 

担当。千葉大学卒(英語学)、東京大学

教養学部研究生として古典を学ぶ。通訳

養成機関、官公庁、オープンカレッジ等で

活躍中。昭和女子大学非常勤講師。 

 Ms. CHEN, Amis  

検定試験対策、法人研修担当 

マルチメディア大学(マレーシア)修士課程修了

(MBA)。CELTA取得。 

  

❑ TOEIC ® L&R Test対策 ❑ TOEIC ® L&R Test対策 

 市村 文子 

(Ms. ICHIMURA, Ayako) 

検定試験対策、ビジネス英語、 

法人研修担当 

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 

 岩瀬 ますみ 

(Ms. IWASE, Masumi) 

検定試験対策、ビジネス英語、 

スキル・テーマ別英語、法人研修担当 

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 

  

❑ TOEFL iBT®テスト対策 ❑  TOEFL iBT®テスト対策 

 小池 惣 

(Mr. KOIKE, So) 

検定試験対策担当 

テンプル大学ジャパン大学院修士課程 

修了(TESOL)、テンプル大学ジャパン卒 

(一般科)、高崎経済大学非常勤講師。 

 Mr. MASCHIO, Chris 

ビジネス英語、カリキュラム制英語、 

法人研修担当 

神田外語大学大学院修士課程修了 

(TESOL)、ディーキン大学卒(商学) 

  

❑ TOEFL iBT®テスト対策 ❑ アカデミックライティング / 英検®準1級 / TOEFL iBT®テスト対策 

 Dr. MEYER, Thomas 

ビジネス英語、アカデミックライティング、 

法人研修担当 

オックスフォード大学大学院教育学博士、

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)。 

 村松 剛 

(Mr. MURAMATSU, Takeshi) 

検定試験対策、法人研修担当 

上智大学卒(外国語学部英語科)。 

St. Norbert College交換留学 

  

❑ TOEIC ® L&R Test対策 ❑ TOEFL iBT®テスト対策 

 鈴木 滋 

(Mr. SUZUKI, Shigeru) 

ビジネス英語、法人研修担当。 

当学院専任講師。 

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)。 

 高橋 郁弥 

(Mr. TAKAHASＨ, Ikuya) 

検定試験対策、ビジネス英語、法人研修担当。 

当学院専任講師。 

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)、DALFC1。元JICE研修監理員(英語)。 
  

❑ テスト対策入門  
 吉田 守利 

(Mr. YOSHIDA, Moritoshi) 

カリキュラム制、法人研修担当。 

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。 
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募集要項 
 

アクセス 

 

 
 
 

申込締切日を過ぎた科目につきましては、科目の成立・不成立についてご確認の上、お申し込みください。 

申込締切日 

  各科目案内に記載の締切日をご確認ください。 

  科目成立決定後、定員に余裕のある科目は、受付締切日／開講日以降も継続して募集を行います。 

受講申込および学費納入 

1. 学院HPからお申し込みいただくか、所定の「受講申込書」に必要事項を記入し、学院窓口に提出または、FAX(03-3353-8908)、 

 Eメール(info@nichibei.ac.jp)にてお申し込みください。 

 FAXでお申込みの場合は受信確認のため、送信後に電話(03-3359-9621)でご連絡ください。申込順の受付で、定員に達し次第 

 締め切ります。各科目の空き状況につきましては、電話(03-3359-9621)にてお問い合わせください。 

2. 申込締切日から4日後を目処に発送する「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。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。 

 ※申込者数により、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。 

教材 

市販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「テキスト使用科目とご購入のお知らせ」にてご案内いたします。 

プリント教材は教室で講師が配付します(無料)。各授業日に講師よりお受け取りください。 

中途受講 

  開講後の中途受講もできます。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 

  授業回数全5回以上の科目は、科目選択の参考として、実際の授業をご見学いただけます。(要予約・無料) 

  1. 先着順の受付で1クラス2名様まで。見学時間は、授業開始時間から30分程度、3科目までとさせていただきます。 

  2. 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。 

早期申込割引 

  「テスト対策春季集中」は、早期申込割引の適用はございません。 

全科目割引 

  コース開始前営業日までに「TOEFL iBT®テスト対策」または「IELTS 7.0 対策」の全科目のご受講をお申込の場合、学費が20％割引と 

  なります。 

振替受講 

  「テスト対策春季集中」は、振替受講の対象外です。予めご了承ください。 

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。 

3. 学費の返却方法 
原則、銀行振込にて返却します(当該書面／書類には振込先の銀行口座の情報をご記載ください)。 

4. 教材費の返却 

当学院で販売した汚損のない未使用教材のみ、販売窓口にて買い取ります。ただし、汚損の判断は当学院が行うこととします。なお、 

原則として1日でも受講後は、使用の有無に関わらず、買い取りはいたしません。 

※上記の取り扱い規定に関わらず、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、受講約款記載の【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。 

受講約款につきましては、学院ホームページ(http://www.nichibei.ac.jp/contact/provision.html)をご覧ください。   

申込締切日を過ぎた科目につきましては、科目の成立・不成立についてご確認の上、お申し込みください。                     2019.2.5 

 
 
 

地図・交通アクセス 

 

 

  

お申込みはこちらから 

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-50 

（四谷駅前地区再開発事業に伴い仮校舎へ移転中） 

TEL 03-3359-9621  FAX 03-3353-8908 

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 


