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U-35（35歳以下）支援！20％割引キャンペ―ン実施 
 

 

 科目名 レベル 講師 時間帯 
8/12 

(土) 

8/13 

(日) 

8/14 

(月) 

8/15 

(火) 

8/16 

(水) 

➣ 自立英語学習法 全 鈴木 午前・午後  ●    

➣ 発信力・表現力強化 ビジネス編［初中級］    初中 市村 午前 ● ● ● ● ● 

➣ 発信力・表現力強化 ビジネス編［中上級］ 中上 岡本 午後 ● ● ● ● ● 

➣ The Economist誌で読解力＆発信力強化 上 岡本 午前 ● ● ● ● ● 

➣ 
ロジカルスピーキング 

-まとまりで話すビジネス英語- 
中 鈴木 午前   ● ● ● 

➣ ビギナーのための ビジネスコミュニケーション 初 Sharp 午後 ● ● ● ● ● 

➣ ビジネスアウトプット [初中級] 初中 Cowap 午前  ● ● ● ● 

➣ ビジネスアウトプット [中上級] 中上 Cowap 午後  ● ● ● ● 

➣ クリティカルシンキング 中 Hüg 午前 ● ● ● ● ● 

➣ ビジネスプレゼンテーション 中上 Consalvi 午前 ● ● ● ● ● 

➣ ビジネスケーススタディ 上 Hüg 午後 ● ● ● ● ● 

➣ クリティカルビジネスイングリッシュ  上 Cargos 午後 ● ● ● ● ● 

➣ 
ビジネスe-mailライティング  

-ピッタリな表現で用件が伝わる英語メール- 
初中 吉野 午後 ● ●    

➣ 
ビジネスライティング 

-Plain English for Business Writing- 
中 Lim 午前 ● ● ● ● ● 

➣ 
ビジネスライティング  

-Advanced Writing Skills for Better         

 Business Communication- 

上 Sandoz 午後  ● ● ● ● 

➣ 転職・就職 採用される英文履歴書の書き方 中 Stilwell 午前 ●     

➣ 転職・就職 採用される英語面接の受け方 中 Stilwell 午後 ●     

➣ ビギナーのための スピーキング レベルアップ 初 Cargos 午前 ● ● ● ● ● 

➣ ビギナーのための サバイバルイングリッシュ 初 Curtis 午後 ● ● ● ● ● 

➣ 
リスニング＆ディスカッション 

-TED Talksで学ぶ- 
中 Stilwell 午後  ● ● ● ● 

➣ 
TOEIC® テスト 

-ターゲットスコア600～730点突破を目指そう- 
中 吉田・鈴木 午前・午後   ● ● ● 

➣ 
TOEIC® テスト 上級者への飛躍コース 

-ターゲットスコア800～900点突破を目指そう- 
中上 小山 午前・午後 ● ● ● ● ● 

 

申込締切 7月28日（金） 
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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お盆期間集中セミナー 
 

 

 
 

 

 
■ 英語の学び方をまなぶ 
※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。 

科目名 講師 使用言語 

自立英語学習法 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 

全レベル 

8/13(日) 
09:30～15:50  (昼休み 12:40～13:40)  

[300分×全1回] 
7/28(金) 20 14,250円 53033 

忙しいビジネスパーソンや学生が、空いている時間を使って効率的に英語力を身につける方法を紹介します。 

今、注目を集めつつある「自立英語学習法」で、自分にあった学習方法を学んでください。 

 

自立学習とは 

● 英語学習に対する誤解 ● 英語力をつけるために必要な学習時間 

 

学習法の紹介 

各学習法を紹介し実際に練習します。どのような教材を使って、どういう手順で、何に気をつけて学習するかを習得します。 

● 音読 ● ディクテーション ● オーバーラッピング 

● シャドーイング ● リピーティング ● サマライジング／パラフレージング 

● リプロダクション ● 高速和文英訳 ● 精読／多読 

 

学習のペース 

教材の選び方、学習のペースの確認。 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
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■ 発信力・表現力強化 （トレーニング） -通訳メソッドで英語の筋肉を鍛える- 
科目名 講師 使用言語 

発信力・表現力強化 ビジネス編 初中級・中上級 
初中級：市村 文子 

中上級：岡本 恵子 
日英 

クラス 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

初中級 

TOEIC 500点～ 

8/12(土)、8/13(日)、8/14(月)、8/15(火)、8/16(水) 

09:30～12:40  [180分×全5回]  
7/28(金) 12 46,200円 55330 

中上級 

TOEIC 700点～ 

8/12(土)、8/13(日)、8/14(月)、8/15(火)、8/16(水) 

13:40～16:50  [180分×全5回] 
7/28(金) 12 46,200円 55572 

「相手の意図を正しく理解し、言うべきことを瞬時に正しく伝える」英語力を身につけます。英語の筋トレコースです。 

学院オリジナル教材による「積み重ね式パターンプラクティス」で、インプットからアウトプットへと、スムーズな英語の発信回路をつくります。声に出し

ながら、頭と身体で英語を習得するトレーニング型の科目です。日本と世界の最新経済・ビジネス事情を反映した教材を用い、ビジネスパーソン

に必要とされる英語スキルを、反復練習を重ねて身につけます。 

※ 「中上級」は「初中級」より高度な内容を取り上げ、より高速な「日→英変換トレーニング」を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「英語運用力 Output Level 1」（日米会話学院） 

 

 

 

 

 

使用教材： 初中級:  英語運用力Output Level 1 (日米会話学院) 

 中上級:  英語運用力Output Level 2 (日米会話学院) 

1日1ユニットを取り上げます。 

 初中級:  ユニット 1, 3, 4, 5, 7 

 中上級:  ユニット 2, 4, 5, 7, 8  
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科目名 講師 使用言語 

The Economist誌で読解力＆発信力強化 岡本 恵子 日英 

クラス 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

上級 

TOEIC 800点～ 

8/12(土)、8/13(日)、8/14(月)、8/15(火)、8/16(水) 

09:30～12:40  [180分×全5回] 
7/28(金) 12 46,200円 55647 

通訳メソッドでThe Economist誌記事を読破。話題を広げ、意見をまとめるトレーニングをします。 
 

グローバルに活躍するためには英文雑誌を日常的に読むのが大切…とはわかっていながら、日々の忙しさのためになかなか実行できないものです。

お盆休みを使って、腰を据えてThe Economist誌を読んでみませんか？ 
 

ロンドン発、’できるビジネスピープル’ 必読のThe Economist誌ニュースを、通訳メソッドを活用しながら、読み解きます。 

また、記事の内容から話題を広げ、自分の意見をまとめるトレーニングを行います。 

継続してThe Economist 誌を読む習慣を身につけることができます。 
 

授業の流れ：  

スラッシュ・リーディング（英文をチャンクで理解） 

サイト・トランスレーション（頭ごなし訳） 

オーバーラッピング（音声に合わせて音読） 

シャドーイング（文字を見ないで音読） 

サマライゼーション（記事の要約） 

ディスカッション（記事に関する意見をまとめる） 
 

使用教材：プリント教材を講師より配付 

 
科目名 講師 使用言語 

ロジカルスピーキング -まとまりで話すビジネス英語- 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 

中級 

TOEIC 600点～ 

8/14(月)、8/15(火)、8/16(水) 

09:30～12:40  [180分×全3回] 
7/28(金) 10 25,650円 55414 

文章のタイプ別の型を活用して、説得力があり、ロジカルな文章(1～2分)を話す訓練をします。 
 

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、

ミーティング中に1～2分程度でロジカルに話す力を強化したい方のためのスピーキングに特化したクラスです。 
 

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 

スピーキングするトレーニング 

 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・会社の説明、提案、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 
 
 
 
 
 
 

 

 

使用教材： まとまりで話すビジネス英語（Office Beyond） 

 

 

 

5文スピーチ 

基本トレーニング 
 

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 

 
型の理解 

 
トピック別の「型」を 

理解 

 
実践演習 

 
トピック別に、1～2分

でロジカルに話す 



- 4 - 

 

■ 実践・応用 - ビジネス英語スキル、クリティカルシンキングを強化する 
科目名 講師 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  Conan Sharp 英 

クラス 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

初級 

TOEIC 400点～ 

8/12(土)、8/13(日)、8/14(月)、8/15(火)、8/16(水) 

13:40～15:50  [120分×全5回]  
7/28(金) 10 28,500円 55219 

ビジネス英語の基礎を学びます。 
 

基本的な語彙、簡潔な表現でオフィスでの英語コミュニケーションに対応します。 

職場環境が突然英語ベースに代わった方、初めて「英語でビジネス」に挑む方をサポートします。 
 

取り上げるトピック例 

 業界・職務を説明する 

 会社案内をする 

 アポを取る 

 アテンドする 

 数値、予算を説明する 
 
【ビギナーのための スピーキング レベルアップ】、【ビギナーのための サバイバルイングリッシュ】と組み合わせての受講をお奨めします。 

使用教材： Passport to Work (Oxford University Press) 

 
科目名 講師 使用言語 

ビジネスアウトプット 初中級・中上級 Stuart Cowap 英 

クラス 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

初中級 

TOEIC 500点～ 

8/13(日)、8/14(月)、8/15(火)、8/16(水) 

10:00～12:40  [150分×全4回]  
7/28(金) 10 28,500円 55335 

中上級 

TOEIC 700点～ 

8/13(日)、8/14(月)、8/15(火)、8/16(水) 

13:40～16:20  [150分×全4回] 
7/28(金) 10 28,500円 55574 

「知っているけれど使えない」を、発信型の「使える」ビジネス英語スキルに変えます。 
 
様々なビジネススキルが組み込まれたケーススタディを通して、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に正確にそして論理的に「話す」・「書く」スキルを、参加型トレーニングで身につけます。 
 

● Meeting   ● E-mail writing   ● Telephoning   ● Understanding reports   ● Presenting information 
 

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。 
 
【ビジネスアウトプット 中上級】では、Formality（More formal / Less formal）も学びます。 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
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科目名 講師 使用言語 

クリティカルシンキング Joe Hüg 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～ 

8/12(土)、8/13(日)、8/14(月)、8/15(火)、8/16(水) 

10:00～12:40  [150分×全5回] 
7/28(金) 10 38,500円 55425 

クリティカルシンキングの思考法を学び、ディスカッションスキルと英語コミュニケーション能力を高めます。 
 
日ごろ、感情、憶測、思い込みに頼った、意思決定をしていませんか？ますます複雑化し、早いテンポで変わっていく現代社会の動向を見極め、

満足のいく判断を積み重ねていくために｢健全で合理的な｣意思決定法の習得を目指します。クリティカルシンキングは優れたビジネスリーダーの

最も重要な資質と言われています。クリティカルシンキングの手順に従って、問題を見出し、解決するスキルを体験的に学びながら、思考力と 

ディスカッション／ディベートスキルを同時に鍛えます。 
 

取り上げるトピック 

 クリティカルシンキングで使われる用語の理解とその使い方 

 より優れた意思決定を可能にするロジックとは？ 

 効果的なデータ収集で、意見を論証する／反証する 

 フレームワークを活用した事例研究 

 短期的・長期的に考える。そして常に考える。 

 
授業の流れ 

 

 

 

 
 

コースでは、事実を見つけ、収集した情報やデータをフレームワークに落とし込み、合理的な意思決定に辿り着くことトレーニングを 

ディスカッション、ディベートを通して行います。講師はファシリテータとして受講生の発言を促し、発展させ、フィードバックを与えます。 
 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
 

 
科目名 講師 使用言語 

ビジネスプレゼンテーション Paul Consalvi 英 

クラス 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

中上級 

TOEIC 700点～ 

8/12(土)、8/13(日)、8/14(月)、8/15(火)、8/16(水) 

10:00～12:40  [150分×全5回] 
7/28(金) 10 35,620円 55576 

ビジネスプレゼンテーションの技を磨きます。日本人の苦手とする 「スピーチテクニック」 にフォーカス。 

実践を繰り返し、フィードバックを受けながら、結果をだせるプレゼンと質疑応答スキルを習得します。 
 

以下の3点に的を絞り、実践とフィードバックを繰り返します。 

 シンプルで効果的なプレゼンテーションの構成 

 デリバリースキルの特訓 

 質疑応答セッションへの対応 
 

使用教材： プリント教材を講師より配付 

  

Lecture   

Q & A 

Pair/Group  

Discussion & Presentation 

Class 

Discussion & presentation  
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科目名 講師 使用言語 

ビジネスケーススタディ Joe Hüg 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～ 

8/12(土)、8/13(日)、8/14(月)、8/15(火)、8/16(水) 

13:00～15:10  [120分×全5回] 
7/28(金) 10 30,800円 55427 

リアルビジネスシーンを教室で再現！受講生が主役のケーススタディ分析、ディスカッション、問題解決で、第一線のグローバルビジネス 

対応力を習得します。 
 

インタラクティブでダイナミックな環境のもと、ケースを深く掘り下げます。講師はファシリテータとして、受講生にフィードバックを与えつつ、導きます。 

積極的な授業への参加がご受講の条件です。 
 

取り上げるスキル 

 Business Communication 

 Group Decision-making 

 Leadership 

 Conducting Business Meetings  

 Negotiation Skills 

 Apply Business Analytic Tools 
 

授業の流れ 

 

 

 

 
 

使用教材： プリント教材を講師より配付 

事前課題： 8/5（土）にリサーチトピックをお送りします。お早目にお申し込みください。 

 
科目名 講師 使用言語 

クリティカルビジネスイングリッシュ Kelly Cargos 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～ 

8/12(土)、8/13(日)、8/14(月)、8/15(火)、8/16(水) 

13:40～16:50  [180分×全5回]  
7/28(金) 10 46,200円 55649 

ビジネスリーダーに必要なスキルをまとめて習得。濃い内容を質の高い英語でロジカルに伝える力を身につけます。 

 課題としてのリサーチを行い、クラス内でプレゼンテーションを行う 

 新たに提示されたグラフや記事についてチームで分析・要約し、ロジカルに伝える 

 提示された問題についてディスカッション⇒意思決定⇒問題解決に挑戦 

すばやく考えて戦略的に応答する、わかりやすく伝えるトレーニングを繰り返す、参加型の科目です。 
 

身につけるスキル／授業の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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

Prepare, Read, 

and Consider 

Identify Problems, Define alternatives, 

Analyze data, Make decisions, and 

Outline course of action 

 Discuss the case, Explore other's 

opinions, Reflect on your initial 

opinion, Decide on a conclusion 
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■ ビジネスライティング 
科目名 講師 使用言語 

ビジネスe-mailライティング -ピッタリな表現で用件が伝わる英語メール- 吉野 舞起子 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～ 

8/12(土)、8/13(日) 

13:40～16:50  [180分×全2回] 
7/28(金) 10 17,700円 55339 

英文ライティングの基礎、必須表現を学びます。よくありがちな英文法・英文構成のまちがいを確認し、一般的なビジネスシーンで多用される

Eメール・メモを自力で書く力を身につけます。 
 

「ぴったりな表現」で「用件が伝わる」英語のメールを「素早く」書くスキルを、手間ヒマかけずに手軽に1日で習得します。 

「件名」および「宛名」の書き方から始まり、メール本文を「目的・詳細・結び」の3つに分類してそれぞれの内容に適切な定番フレーズを学びます。 

難しいとされている表現の丁寧度の調整をするための簡単なルールを紹介します。分厚いメール文例集はもう不要です。ペアライティングなどの 

実践型のトレーニングを通じて、絞り込まれた必要最小限のルールを身につけ、短時間で英語のメールを書くことを可能にします。 

学費は添削料を含みます。 

 

 

 

 

 

 

使用教材： ピッタリな表現で用件が伝わる英語メール (日米会話学院) 

 
科目名 講師 使用言語 

ビジネスライティング -Plain English for Business Writing- Robert Lim 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～ 

8/12(土)、8/13(日)、8/14(月)、8/15(火)、8/16(水) 

10:00～12:40  [150分×全5回] 
7/28(金) 10 37,120円 55431 

50％の文章量でしっかり伝わる、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。 
 

今世界の政府機関および多様なビジネス分野で取り入れつつあるPlain English Writingを体験、簡潔、明瞭、かつインパクトのある英文を

短時間で作成します。より効率的にビジネス文章を作成したい中級レベル以上の英語力を持つビジネスピープルにお薦めです。 

学費は添削料を含みます。 
 

ラップトップコンピュータをご持参ください。その場で講師の添削とフィードバックを受けながら、スキルを習得できます。 
 

授業の流れ 

 

 

 
 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 

  

 

 

 

基本ルール 

件名・敬辞・結び・結辞 

まくら言葉 

構成 

目的（依頼・許可・提案・申出） 

詳細・背景・理由 

実践演習 

メールを作成 

Pair/Group 

Grammar & Vocabulary Activities with 

instructor feedback 

Writing 
 Correction/Feedback 

by Instructor 
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科目名 講師 使用言語 

ビジネスライティング  

-Advanced Writing Skills for Better Business Communication- 
Philip Sandoz 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～ 

8/13(日)、8/14(月)、8/15(火)、8/16(水) 

13:40～16:50 [180分×全4回] 
7/28(金) 10 35,400円 55653 

洗練された文体、状況と目的に適した表現で、ビジネスパートナーの信頼を勝ち取るEメール、レター、メモ、報告書作成術を身につけます。 

上級レベルのライティング力をさらに向上させたいビジネスピープルにお薦めです。 

 

学費は添削料を含みます。 

 

Topics to be taken up 

 Business tone:  

How to write, impress and gain business 

 High Order Concerns:  

Making sure writers have the correct focus, purpose, audience, document organization and writing development 

 Accentuating the Positives:  

How to keep writing positive, no matter what the situation 

 Using Social Media & Networking for Business:  

Bringing the students up to date with the latest business communications opportunities 

 Avoiding Common Business Writing Mistakes:  

Allowing students to benefit from the mistakes of others, both native and non-native business writers 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
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■ 転職・就職対策 
科目名 講師 使用言語 

①転職・就職 採用される英文履歴書の書き方 

②転職・就職 採用される英語面接の受け方 
Phil Stilwell 英 

レベル クラス 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

中級 

TOEIC 600点～ 

① 
8/12 (土) 

09:30～12:40 [180分×全1回] 
7/28(金) 10 9,400円 55432 

② 
8/12 (土) 

13:40～16:50 [180分×全1回] 
7/28(金) 10 9,400円 55434 

外資系企業への転職・就職を検討中の方々へ。採用される英文履歴書の書き方、英語面接の受け方を習得します。 

 

① 転職・就職  採用される英文履歴書の書き方 

履歴書は、まだ会ったことのない人事担当者へのファーストコンタクトとなる非常に重要な書類です。書類選考の段階で「会う」「会わない」の

判断はここでされます。講師からフィードバック、アドバイスを受けながら、企業側が求める人物像や書類選考のポイントを押さえた履歴書を 

作成します。 

1. 履歴書のサンプル（Chronological、Functional、Combination） 

2. 履歴書の必要項目（Objectives、Work Experience、Education、Qualifications、他） 

3. 採用したくなる履歴書の共通点 

4. ポジティブかつインパクトのある言葉使い 

5. 書き方のルール 

6. 履歴書の作成 

7. カバーレターの書き方 

8. 次の応募までにすべきこと 

 

② 転職・就職  採用される英語面接の受け方 

外資系企業や海外の企業に勤めたい方にとって英語面接は避けられません。英語で受け答えするだけでなく、異なる文化や背景を持つ方に

あなたが適任であることをアピールしなくてはなりません。そのためには十分な準備が必要になります。講師からの的確なアドバイスを受けながら、

個人面接・集団面接などロールプレイを通して実践的にスキルを身につけます。 

1. 面接までの準備 

2. 必ず聞かれる質問とその受け答え 

3. すべき質問としてはいけない質問 

4. 面接官はここを見ている！ 

5. 面接のシミュレーション（個人面接・集団面接） 

6. 次の面接までにすべきこと 

 

①②セットでの受講をお奨めします。 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 

事前課題： 現在のスキルで英文レジュメを作成し、8/5（土）までに intensive@nichibei.ac.jp までご提出ください。 
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■ スキルアップ 
科目名 講師 使用言語 

ビギナーのための スピーキング レベルアップ Kelly Cargos 英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

初級 

TOEIC 400点～ 

8/12(土)、8/13(日)、8/14(月)、8/15(火)、8/16(水) 

10:30～12:40  [120分×全5回] 
7/28(金) 10 28,500円 53227 

 

やさしい単語、シンプルな構文でも、楽しく会話をはずませることができます。 
 

仕事、学校、語学研修、ボランティアなど、さまざまな目的で、初めて会話にチャレンジする方に即役立つ内容です。 

英語で話しかけられると尻込みしてしまう、なかなか英語が出てこないという方、身近なトピックからチャレンジしましょう。 
 

取り上げるトピック例 

 自分について 

 家族・友達・同僚について 

 旅について 

 仕事・学業・研究について 

 日本の文化について 

 日本の未来について 

   （トピックは受講生のニーズにより変更します） 

 

【ビギナーのための サバイバルイングリッシュ】、【ビギナーのための ビジネスコミュニケーション】と組み合わせての受講をお奨めします。 
 

使用教材：プリント教材を講師より配付  

 
科目名 講師 使用言語 

ビギナーのための サバイバルイングリッシュ Conor Curtis 英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

初級 

TOEIC 400点～ 

8/12(土)、8/13(日)、8/14(月)、8/15(火)、8/16(水) 

16:00～18:10  [120分×全5回] 
7/28(金) 10 28,500円 53229 

 

やさしい単語、シンプルな構文で出張、海外旅行を乗り切ります！ 
 

初めて自力で出張や海外旅行にチェレンジする方に、想定される様々な場面での実践演習を通して、自信を持って頂くためのクラスです。 
 

取り上げるトピック例 

 空港・駅で 

 両替・カード払い 

 レンタカー 

 お得な買い物 

 ネットワークを広げよう 

 トラブル対応 

   （トピックは受講生のニーズにより変更します） 

 

【ビギナーのための スピーキング レベルアップ】、【ビギナーのための ビジネスコミュニケーション】と組み合わせての受講をお奨めします。 
 

使用教材： Passport to New Places (Oxford University Press)  
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科目名 講師 使用言語 

リスニング＆ディスカッション -TED Talksで学ぶ- Phil Stilwell 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～ 

8/13(日)、8/14(月)、8/15(火)、8/16(水) 

13:40～15:50  [120分×全4回] 
7/28(金) 10 22,800円 55436 

NHK「スーパープレゼンテーション」でおなじみのTED Talksを用いて、リスニング力、ディスカッション力を鍛えます。 

様々な分野のフレッシュなプレゼンテーションをDVDで鑑賞し、内容についてディスカッションやディベートを行います。 

旅行、ショッピング会話は何とかなるが、もう少し突っ込んだ話し合いができるようになりたい、話題の幅を広げたいという方々のために、 

わかりやすく論理的にディスカッションを展開させるトレーニングを行います。 

また、話題により反対／賛成両方の立場から1つの話題について論じるディベート形式のトレーニングも取り入れます。 

受講生はディスカッション／ディベートの各段階で講師のフィードバックを受け、その後話し合いの内容をクラスにプレゼンし、再度講師の 

フィードバックを受けます。 

 

授業の流れ 

 

 

 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 

 

  

TED Talk 鑑賞 
語彙・構文・ 

内容の確認 

ディスカッション＆  

フィードバック  

プレゼン ＆ 

フィードバック 
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■ 検定試験対策  

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

科目名 講師 使用言語 

TOEIC®テスト  

-ターゲットスコア600～730点突破を目指そう- 

吉田 守利 

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 

中級 

TOEIC 600点～ 

8/14(月)、8/15(火)、8/16(水) 

09:30～16:50 (昼休み 12:40～13:40) 

[360分×全3回] 

7/28(金) 12 51,300円 56474 

TOEICテストのスコアアップに取り組みたい方を対象にした、お盆期間限定で開催される特別集中講座。 

TOEIC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。 

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2 (国際ビジネスコミュニケーション協会) 

 CD付 改訂版 5日で攻略 TOEICテスト730点！ (アルク) 

 

科目名 講師 使用言語 

TOEIC®テスト 上級者への飛躍コース 

-ターゲットスコア800～900点突破を目指そう- 
小山 克明 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～ 

8/12(土)、8/13(日)、8/14(月)、8/15(火)、8/16(水) 

09:30～16:50 (昼休み 12:40～13:40) 

[360分×全5回] 

7/28(金) 12 79,200円 56578 

TOEICテストのスコアアップに取り組みたい方を対象にした、お盆期間限定で開催される特別集中講座。 

TOEIC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 

 時間配分： 時間内に全問解切る時間配分 

 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2 (国際ビジネスコミュニケーション協会) 

●TOEIC TEST 英文法出るとこだけ! (アルク) 

●TOEIC TEST 英単語出るとこだけ! (アルク)  
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 講師紹介  

 鈴木 滋 (Mr. SUZUKI, Shigeru)  【自立英語学習法】【ロジカルスピーキング –まとまりで話すビジネス英語-】 

【TOEIC®テスト -ターゲットスコア600～730点突破を目指そう-】  

 

 

サンホセ州立大学修士課程修了（TESOL） 

アメリカで英語教師としてのキャリアをスタートし、帰国後はビジネスマンを中心に担当し、幅広く活躍している。 

これまでに100社以上にてビジネスコミュニケーション・TOEICテスト対策・Emailライティング・会話のための英文法などの 

英語研修を指導。教材開発や新しい教授法の開発にも携り、中高英語教員への指導法の教育も行っている。 

当学院専任講師。 

 

 Ms. Kelly Cargos 【クリティカルビジネスイングリッシュ】【ビギナーのための スピーキング レベルアップ】 

 

マカレスター・カレッジ卒（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。 

卒論として俵万智のサラダ記念日を翻訳、日本語上級。趣味：マラソン、園芸、マンガなど。 

12歳から日本に興味をもち、日本文化をこよなく愛す。当学院専任講師。 

 

 市村 文子 (Ms. ICHIMURA, Ayako)  【発信力・表現力強化 ビジネス編 初中級】 

 

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）、当学院同時通訳科卒。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。 

 

 岡本 恵子 (Ms. OKAMOTO, Keiko) 【発信力・表現力強化 ビジネス編 中上級】【The Economist誌で読解力＆発信力強化】 

 

津田塾大学卒（英文学）。フリーランス翻訳家。 

 

 Mr. Conan Sharp  【ビギナーのための ビジネスコミュ二ケ―ション】 

 

ポートランド州立大学卒（経済学）。 

 

 

 Mr. Stuart Cowap 【ビジネスアウトプット 初中級・中上級】 

 

ボーンマス大学[英国]卒（コミュニケーション・情報システム）。当学院専任講師。 

 

 Mr. Paul Consalvi 【ビジネスプレゼンテーション】 

 
国際大学大学院修士課程修了（国際政治）、シカゴ大学卒（経済）。 
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 Mr. Joe Hüg 【クリティカルシンキング】【ビジネスケーススタディ】 

 

テンプル大学 経営学修士（EMBA）。 

大学講師（医療／ビジネス）。ビジネスに関するセミナーや短期／長期集中研修を実施。また、経営幹部から新入社

員までグローバルに活躍する。大企業のコンサルティングも行っている。 

 

 吉野 舞起子 (Dr. YOSHINO, Makiko)  【ビジネスe-mailライティング -ピッタリな表現で用件が伝わる英語メール-】 

 

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。 

 

 Mr. Robert Lim 【ビジネスライティング -Plain English for Business Writing-】 

 
ハル大学卒（東南アジア地域および言語研究）、Cambridge CELTA。 

 

 

 Mr. Philip Sandoz 【ビジネスライティング –Advanced Writing Skills for Better Business Communication-】 

 

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。 

 

Mr. Phil Stilwell 【転職・就職 採用される英文履歴書の書き方】【転職・就職 採用される英語面接の受け方】 

【リスニング＆ディスカッション –TED Talksで学ぶ-】 

 

カンザス大学大学院修士課程修了（TESOL）、同大学卒（哲学）。 

 

  Mr. Conor Curtis  【ビギナーのための サバイバルイングリッシュ】 

 

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）。 

 

 吉田 守利 (Mr. YOSHIDA, Moritoshi)  【TOEIC®テスト -ターゲットスコア600～730点突破を目指そう-】 

 
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。 

 

 小山 克明 (Mr. OYAMA, Katsuaki)  【TOEIC®テスト 上級者への飛躍コース -ターゲットスコア800～900点突破を目指そう-】 

 

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）。 

明海大学外国語学部英米語学科・日本大学商学部・関東学院大学人間共生学部非常勤講師、 

東京理科大学大学院共通教育プログラム講師。TOEICテスト990点満点取得。 

主な著書「新TOEIC
®
テスト 900点突破20日間プログラム」（アルク）。 

新刊書「STEP-BY-STEP PREP FOR THE TOEIC
®
 L&R TEST Intermediate Course」（アルク）、 

7月刊行予定「3週間で攻略TOEIC
®
 L&Rテスト730点！」（アルク） 



募集要項 
 

 
 
 

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「使用教材」欄をご確認ください。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 

  「Summer Intensive お盆セミナー」は、早期申込割引の適用はございません。 

U-35割引 

  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。 

  ※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のコピー、またはスキャンしたデータをご提出ください。 

振替受講 

  「Summer Intensive お盆セミナー」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。       2017.6.8 
 

アクセス 
  

〒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 

お申込みはこちらから 


