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  Sunday Intensive -Business English Workshop- 
2017年5月～9月 

 

1回完結、6時間。スキルフォーカスでビジネス英語力を伸ばす！ 

U-35（35歳以下）支援！20％割引キャンペ―ン実施 

1科目 18,500円 → 割引価格 14,800円 

実施日 レベル 科目 講師 コード番号 申込締切 

5/21 

（日） 

初級2 Business Output for Daily Communication [Level 1] Stilwell 55315 

5/13 

（土） 

初級2 発信力・表現力強化 ビジネス編 [レベル1] 藤倉 55343 

初級1 ピッタリな表現で用件が伝わる英語メール 岡本 55209 

中級1 Plain English for Business Writing Lim 55417 

5/28 

（日） 

中級2 Business Output for Daily Communication [Level 2] Stilwell 55569 

5/20 

（土） 

初級2 発信力・表現力強化 ビジネス編 [レベル1] 藤倉 55345 

上級1 Advanced Writing Skills for Better Business Communication Sandoz 55644 

中級2 Presentations for Business Consalvi 55585 

6/18 

（日） 

初級2 Business Output for Daily Communication [Level 1] Stilwell 55321 

6/10 

（土） 

初級2 発信力・表現力強化 ビジネス編 [レベル1] 藤倉 55347 

初級1 ピッタリな表現で用件が伝わる英語メール 村松 55211 

上級1 Critical Business English Ritter 55652 

6/25 

（日） 

中級2 Business Output for Daily Communication [Level 2] Stilwell 55571 

6/17 

（土） 

初級1 ピッタリな表現で用件が伝わる英語メール 岡本 55214 

上級1 Advanced Writing Skills for Better Business Communication Sandoz 55646 

中級2 Financial English – 金融英語を学ぶ Ritter 55591 

7/16 

（日） 

初級2 Business Output for Daily Communication [Level 1] Curtis 55336 
7/8 

（土） 
中級2 発信力・表現力強化 ビジネス編 [レベル2] 藤倉 55579 

中級1 Plain English for Business Writing Lim 55419 

7/23 

（日） 

中級2 Business Output for Daily Communication [Level 2] Stilwell 55573 

7/15 

（土） 

上級1 Advanced Writing Skills for Better Business Communication Sandoz 55648 

中級2 Presentations for Business Consalvi 55587 

中級2 Financial English – 金融英語を学ぶ Ritter 55593 

8/27 

（日） 

初級2 Business Output for Daily Communication [Level 1] Curtis 55338 

8/19 

（土） 

中級2 Business Output for Daily Communication [Level 2] Stilwell 55575 

初級1 ピッタリな表現で用件が伝わる英語メール 高橋 55216 

上級1 Critical Business English Ritter 55654 

9/3 

（日） 

中級2 Business Output for Daily Communication [Level 2] Stilwell 55577 

8/26 

（土） 

中級2 発信力・表現力強化 ビジネス編 [レベル2] キマニ涌井 55581 

上級1 Advanced Writing Skills for Better Business Communication Sandoz 55650 

中級2 Presentations for Business Consalvi 55589 

9/10 

（日） 

初級2 Business Output for Daily Communication [Level 1] Curtis 55341 
9/2 

（土） 
中級2 発信力・表現力強化 ビジネス編 [レベル2] キマニ涌井 55583 

中級1 Plain English for Business Writing Lim 55421 

    www.nichibei.ac.jp   
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■ ビジネスコミュニケーション 

科目名 レベル 定員 使用言語 

Business Output for Daily Communication [Level 1] 初級2 TOEIC 500点～ 10 英 

日程 時間帯 講師 学費（正規） 申込締切 コード番号 

5/21(日) 

10:00～16:50 
 

昼休み13:00～13:50 

午前・午後休憩各10分 

Phil Stilwell 18,500円 5/13(土) 55315 

6/18(日) Phil Stilwell 18,500円 6/10(土) 55321 

7/16(日) Conor Curtis 18,500円 7/8(土) 55336 

8/27(日) Conor Curtis 18,500円 8/19(土) 55338 

9/10(日) Conor Curtis 18,500円 9/2(土) 55341 

ロールプレイで日常のオフィスシーンを追体験。顧客対応、電話応対、ミーティング、などの英語対応を学びます。 

頻出表現集と充実したフィードバックで、即活用できるスキルを身につけます。 

 

Learn how to deal with the most common office based situations in business through simple and 

practical role-plays. Acquire useful expressions for socializing with English speakers, using the 

telephone, and participating in simple meetings. Learn useful expressions and receive practical and 

professional feedback on speaking skills for daily office based situations. 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 

 
科目名 レベル 定員 使用言語 

Business Output for Daily Communication [Level 2] 中級2 TOEIC 700点～ 10 英 

日程 時間帯 講師 学費（正規） 申込締切 コード番号 

5/28(日) 

10:00～16:50 
 

昼休み13:00～13:50 

午前・午後休憩各10分 

Phil Stilwell 18,500円 5/20(土) 55569 

6/25(日) Phil Stilwell 18,500円 6/17(土) 55571 

7/23(日) Phil Stilwell 18,500円 7/15(土) 55573 

8/27(日) Phil Stilwell 18,500円 8/19(土) 55575 

9/3(日) Phil Stilwell 18,500円 8/26(土) 55577 

ロールプレイでビジネスの成否を決める重要シーンを追体験。ミーティングにおけるファシリテーション、提案、プレゼン、ネットワ

ーキングなどのスキルを学びます。頻出表現集と充実したフィードバックで、即活用できるスキルを身につけます。 

 

Learn how to communicate more effectively in business through practical role-plays. Acquire advanced 

expressions for common business situations such as business networking, facilitating and participating 

in meetings and when making proposals and presentations. Receive practical and professional feedback 

on how to improve speaking skills for better office-based situations. 

 

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 

科目名 レベル 定員 使用言語 

発信力・表現力強化 ビジネス編 [レベル1] 初級2 TOEIC 500点～ 10 日英 

日程 時間帯 講師 学費（正規） 申込締切 コード番号 

5/21(日) 10:00～16:50 
 

昼休み13:00～13:50 

午前・午後休憩各10分 

藤倉 浩美 18,500円 5/13(土) 55343 

5/28(日) 藤倉 浩美 18,500円 5/20(土) 55345 

6/18(日) 藤倉 浩美 18,500円 6/10(土) 55347 

科目名 レベル 定員 使用言語 

発信力・表現力強化 ビジネス編 [レベル2]  中級2 TOEIC 700点～ 10 日英 

日程 時間帯 講師 学費（正規） 申込締切 コード番号 

7/16(日) 
10:00～16:50 

 
昼休み13:00～13:50 

午前・午後休憩各10分 

藤倉 浩美 18,500円 7/8(土) 55579 

9/3(日) キマニ涌井 理恵 18,500円 8/26(土) 55581 

9/10(日) キマニ涌井 理恵 18,500円 9/2(土) 55583 

「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。 

※ レベル2はレベル1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。 

 

【取り上げるユニット】 

 レベル1:  5/21 Unit 1 (Requests and Permission) & Unit 3 (About Companies) 

 5/28 Unit 4 (Comparison) & Unit 5 (Confirming)  

 6/18 Unit 7 (Financial Results) & Unit 8 (Career Development) 

 レベル2:  7/16 Unit 1 (Agreeing/Disagreeing) & Unit 4 (Proposals & Opinions) 

 9/3 Unit 5 (Requests) & Unit 7 (About Companies) 

 9/10 Unit 8 (Complaints) & Unit 2 (Financial Results) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

使用教材：  プリント教材を講師より配付  

※ 自習用に音源をご希望の方は「英語運用力 Output Level 1」（日米会話学院）、「英語運用力 Output Level ２」（日米会話

 学院）をご受講レベルに合わせてご購入ください。 
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■ ビジネスライティング 

科目名 レベル 定員 使用言語 

ピッタリな表現で用件が伝わる英語メール 初級1 TOEIC400点～ 10 日英 

日程 時間帯 講師 学費（正規） 申込締切 コード番号 

5/21(日) 10:00～16:50 
 

昼休み13:00～13:50 

午前・午後休憩各10分 

岡本 恵子 18,500円 5/13(土) 55209 

6/18(日) 村松 剛 18,500円 6/10(土) 55211 

6/25(日) 岡本 恵子 18,500円 6/17(土) 55214 

8/27(日) 高橋 郁弥 18,500円 8/19(土) 55216 

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。 

 

 

 

 

 

 

1回目（5/21）と3回目（6/25）、2回目（6/18）と4回目（8/27）が同内容です。 

2回続けて受講することができます。 

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 レベル 定員 使用言語 

Plain English for Business Writing 中級1 TOEIC600点～ 8 英 

日程 時間帯 講師 学費（正規） 申込締切 コード番号 

5/21(日) 10:00～16:50 
 

昼休み13:00～13:50 

午前・午後休憩各10分 

Robert Lim 18,500円 5/13(土) 55417 

7/16(日) Robert Lim 18,500円 7/8(土) 55419 

9/10(日) Robert Lim 18,500円 9/2(土) 55421 

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。 

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。 

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。 
 

All business sectors need clear and effective writing. Plain English focuses on productivity, brevity, 

clarity, concision, and impact. Good writing facilitates business, and signifies professionalism.  

Plain English can often reduce texts by 50% or more, making them clearer, and easier and quicker to 

read. Plain English is preferred and used by governments and companies around the world.  

During the workshop, students can e-mail their written work to the instructor, and then receive 

immediate corrections and feedback. 
 

Activities will include: 

Short written grammar activities as a group and in pairs 

Writing mini essays in class (2x20 mins.) 

Other short writing activities (5-10 mins.) 

Q&A and interactive feedback sessions 
 

使用教材： プリント教材を講師より配付 

 

 

 

 

構成 

目的（依頼・許可・提案・申出） 

詳細・背景・理由 

基本ルール 

件名・敬辞・結び・結辞 

まくら言葉 

実践演習 

メールを作成 
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科目名 レベル 定員 使用言語 

Advanced Writing Skills for Better Business Communication 上級1 TOEIC 800点～ 10 英 

日程 時間帯 講師 学費（正規） 申込締切 コード番号 

5/28(日) 

10:00～16:50 
 

昼休み13:00～13:50 

午前・午後休憩各10分 

Phillip Sandoz 18,500円 5/20(土) 55644 

6/25(日) Phillip Sandoz 18,500円 6/17(土) 55646 

7/23(日) Phillip Sandoz 18,500円 7/15(土) 55648 

9/3(日) Phillip Sandoz 18,500円 8/26(土) 55650 

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・レポート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。 

 

Learn how to improve the content and formality of emails and reports for business purposes. Improve 

accuracy and overall style to enhance writing skills for better business communication. Level 2 aims to 

address common errors in word choice and expressions in emails as well as the content and clarity of 

reports. 

  

使用教材： プリント教材を講師より配付 

 
 

■ ビジネスプレゼンテーション 

科目名 レベル 定員 使用言語 

Presentations for Business  中級2 TOEIC 700点～ 10 英 

日程 時間帯 講師 学費（正規） 申込締切 コード番号 

5/28(日) 10:00～16:50 
 

昼休み13:00～13:50 

午前・午後休憩各10分 

Paul Consalvi 18,500円 5/20(土) 55585 

7/23(日) Paul Consalvi 18,500円 7/15(土) 55587 

9/3(日) Paul Consalvi 18,500円 8/26(土) 55589 

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。 

 

Learn how to organize and give simple and effective business presentations. Improve delivery skills with 

practical tasks and receive professional level feedback from instructors. Acquire useful communication 

techniques necessary for modern business presentations and learn how to deal with questions 

effectively. 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 

 
  



- 5 - 

■ クリティカルビジネスイングリッシュ 

科目名 レベル 定員 使用言語 

Critical Business English 上級1 TOEIC 800点～ 10 英 

日程 時間帯 講師 学費（正規） 申込締切 コード番号 

6/18(日) 10:00～16:50 
 

昼休み13:00～13:50 

午前・午後休憩各10分 

Eric Ritter 18,500円 6/10(土) 55652 

8/27(日) Eric Ritter 18,500円 8/19(土) 55654 

グローバルな活躍のために必要な「ビジネススキル」と「上級の英語」を同時に習得。限られた時間制限の中で、クリティカルに

考え、ロジカルに伝え、問題を解決し、提案を導き出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Learn how to explain graphs, and how to solve business problems effectively through group based 

discussions and short interactive presentations*. Acquire techniques for reacting to opinions and 

making proposals based on common business issues. Acquire expressions to talk about international 

business matters and deepen knowledge of key issues. The one-day workshops will provide practical 

feedback on language for summarizing issues and developing proposals effectively. 

*The chosen themes in this seminar will be the sharing economy, and the no-frills business model. 
 
使用教材： Critical Business English Reference Guide (日米会話学院) 

 

■ 金融英語 

科目名 レベル 定員 使用言語 

Financial English - 金融英語を学ぶ 中級2 TOEIC 700点～ 10 英 

日程 時間帯 講師 学費（正規） 申込締切 コード番号 

6/25(日) 10:00～16:50 
 

昼休み13:00～13:50 

午前・午後休憩各10分 

Eric Ritter 18,500円 6/17(土) 55591 

7/23(日) Eric Ritter 18,500円 7/15(土) 55593 

主要な概念やトレンドを分析し、金融セクターについての理解を深めます。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、ネゴシエーションスキルを伸ばします。 

 

Improve vocabulary and enhance speaking ability when discussing major concepts in the financial 

sector*. In this one day workshop, students will build on their current knowledge to talk about common 

trends in finance, practice making simple presentations and participate in strategic meetings with 

vocabulary exercises and role plays which simulate realistic situations. 

 

*Subject areas will include general accounting, regulatory affairs, and investment strategy.  
 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
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講師紹介  
 

 ビジネスコミュニケーション 

 

Conor Curtis 
 

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） 

 

Phil Stilwell 
 

カンザス大学大学院修士課程修了

（TESOL）、同大学卒（哲学） 

 

 発信力・表現力強化 ビジネス編  

 

藤倉 浩美 
 

津田塾大学卒（英文学） 

当学院英語教員対象英語教授法 

セミナー・小中高生英語プログラム  

コーディネーター 

 
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） 

 
  ビジネスライティング（初級）- ピッタリな表現で用件が伝わる英語メール 

 

岡本 恵子 
 

津田塾大学卒（英文学）、 

フリーランス翻訳家 

 

村松 剛 
 

上智大学卒(外国語学部英語科)。

St. Norbert College交換留学 

 
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）、当学院同時通訳科卒 

通訳案内士（英語・仏語）、元JICE研修監理員（英語）、当学院専任講師 

 

 ビジネスライティング（中級）- Plain English for Business Writing 

 
Robert Lim 
 

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

 
 ビジネスライティング（上級）- Advanced Writing Skills for Better Business Communication 

 Philip Sandoz 
 

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。 

 
 Presentations for Business 

 
Paul Consalvi  

 

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） 

 
 Critical Business English / Financial English - 金融英語を学ぶ 

 
Eric Ritter  

 

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） 
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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） 所定の「受講申込書」に必要事項を記入し、学院窓口に提出するか、FAX（03-3353-8908）、Eメール（info@nichibei.ac.jp）、または 

郵送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、送信後電話でご連絡ください。 

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 

教科書を使用する科目は初回受講時に窓口にてご購入いただきます。 

プリント教材を使用する科目は、教室にて講師が配付します（無料）。 

授業見学 

  授業見学の適用はございません。 

早期申込割引 

  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 

  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）。 

※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。 
2017.4.28  

 
 
 
  

 

 

 

  

 

お気軽にお問い合わせください。 

〒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 


