
 

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 
 
 
 

 学習支援 無料セミナー 

 1月13日(水)、1月16日(土)（各1回。同内容です） 

■ 英語の学び方を学ぶ 自立英語学習法 
 
 

 短期 オンライン プログラム 

 2021年1月26日(火)～3月11日(木) 

◼ チャンスを広げるビジネス英語！初級者から上級者まで 

1時間でできる！ビジネスEメール ライティング 木 夜 全1回 水口 

はじめてトライ！ビジネス英会話 木 夜 全4回 水口 

ビジネスに効く50フレーズ  月・水 夜 全5回 Kotykhov 

発信力・表現力 ビジネス＆ロールプレイ 初級 火・金 夜 全2回 岡野 & Curtis 

発信力・表現力 ビジネス＆ロールプレイ 中級2 火・金 夜 全2回 岡野 & Curtis 

ミーティングの技を鍛える 火 夜 全2回 Maschio 

プレゼンの技を鍛える 木 夜 全2回 Cowap 

The World in 2021 シリーズ1 水 夜 全5回 Hardy-Chartrand 

 

◼  気軽にチャレンジ！趣味で英語力強化 

≪バーチャル≫ Eating Outを楽しむ 木 昼 全5回 Stilwell 

≪バーチャル≫ 旅時間を楽しむ 火 夜 全5回 Hardy-Chartrand 

切手収集の魅力を追求する 木 夜 全5回 Ivanick 

 
 

 

申込締切：1月19日（火）[一部2月19日(金)] 

締切後も定員に余裕のあるクラスは申込可能です。 

 

当プログラムはZoomを使用して実施します。 
 

 ・参加型のセミナーとなります。Webカメラ・マイクをオンでご参加ください。  

 ・画面共有を多く使用しますので、タブレットやパソコンでのご受講を推奨します。 

 ・システム必要条件は11ページ「募集要項」の「Zoom環境」をご確認ください。 

 

www.nichibei.ac.jp 

http://www.nichibei.ac.jp/
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学習支援 無料セミナー 
 
 

■英語の学び方を学ぶ 
 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 
◆◆事前予約不要◆◆ 

お時間になりましたら以下URLからお入りください。 

全レベル 1/13(水) 19:30～21:00（90分） 

ミーティングURL: https://zoom.us/j/95559151221 

ミーティングID: 955 5915 1221 

ミーティングパスワード: 560596 

全レベル 1/16(土) 16:30～18:00（90分） 

ミーティングURL: https://zoom.us/j/97114522935 

ミーティングID: 971 1452 2935 

ミーティングパスワード: 297099 

 

たった1.5時間でも 「英語力が上がった」 と感じられるのは何故だろう？ 

英語のレベルを効率的かつ効果的に高める学習法を、実践体験を交えながら学びます。 

 

1945年開校以来、累計受講人数15万人を誇る日米会話学院により考案されたセミナーです。 

「自立英語学習とは」を知ることで、これまでの英語学習の問題点、今後の学習の進め方が明確になります。 

言語習得の理論と長年の教授経験に基づいた様々な学習法を実際にご体験ください。 

 

英語好きの方には新しい発見があります。英語が嫌い、もしくは苦手な方でも楽しく取り組める内容です。 

 

自立学習とは 

● 英語学習に対する学習者の誤解 ● 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。 

● ディクテーション ● 精読 ● 音読  

● オーバーラッピング ● シャドーイング ● 多読／多聴 

 

学習のペース 

● 教材の選び方、学習のペースの確認。 

 

◆◆事前予約はご不要です◆◆ 

お時間になりましたら指定のURLからお入りください 

※1/13(水)と1/16(土)は同じ内容です。 
 

 

使用教材： 教材はオンラインでお見せしながら進行します。 

 

参加型のセミナーとなります。Webカメラ・マイクをオンでご参加ください。  

画面共有を多く使用しますので、タブレットやパソコンでのご受講を推奨します。 

 

 
  

https://zoom.us/j/95559151221
https://zoom.us/j/97114522935
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短期 オンライン プログラム 
※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。 

 

■ チャンスを広げるビジネス英語！初級者から上級者まで 
科目名 講師 使用言語 

1時間でできる！ ビジネスEメール ライティング 水口 ひろみ 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

基礎 
TOEIC ～450点 

1/28(木) 

20:00～21:00 [60分×全1回] 
1/19(火) 8 3,000円 55120 

 

初めて英文Eメールを書かなければいけない、でも書き方がわからない。自己流で書いてしまっている。 

そんな方、簡単なビジネスメールの書き方を学びませんか。 

初心者向けのやさしいクラスです。 

ミーティングへのinvitation、アポイントの取り方、出張のスケジュールの確認など、色々なサンプルメールを読み、フレーズを学びます。 

その後、シンプルなフレーズを使い、簡単なメールを書いてみましょう。 

 

※画面共有を多く使用しますので、パソコンやタブレットでのご受講を推奨します。スマホ受講の方は、事前に資料をプリントアウトしてご受講 

ください。 

使用教材：教材データを配信します。 

 

 
科目名 講師 使用言語 

はじめてトライ！ ビジネス英会話 水口 ひろみ 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

基礎 
TOEIC ～450点 

2/4(木)、2/18(木)、2/25(木)、3/4(木) 

(2/11 休み) 

20:00～21:00 [60分×全4回] 

1/19(火) 8 12,000円 55134 

 

ビジネスで英語を使わなければいけない、急に英語を使う部署に異動になった、英語でのオンラインミーティングに出席しなければ 

ならない。でも英語が初級レベル。そんな方向けのクラスです。 

初心者向けのやさしいクラスです。ロールプレイ、ペアワークなどを盛り込み、楽しく会話中心に練習していきます。 

 

取りあげるトピック例 

⚫ 名刺交換・自己紹介 

⚫ やさしい英文メールの書き方 

⚫ スケジュール確認・アポイントの取り方 

⚫ 簡単なプレゼンの仕方 

 

※「やさしい英文メールの書き方」 は、【55120 1時間でできる!ビジネスEメールライティング】と同じ内容です。 

※画面共有を多く使用しますので、パソコンやタブレットでのご受講を推奨します。スマホ受講の方は、事前に資料をプリントアウトしてご受講 

 ください。 

 

使用教材：教材データを配信します。 

 

  

http://www.nichibei.ac.jp/search/class/template.php?code=55120
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科目名 講師 使用言語 

ビジネスに効く50フレーズ Kotykhov, Mikhail 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～ 

2/1(月)、2/3(水)、2/8(月)、2/10(水)、2/15(月) 

月・水、20:00～21:00 [60分×全5回] 
1/19(火) 6 14,250円 55387 

グローバルビジネスの現場でよく使われるにもかかわらず、日本人にとってなじみが薄く、使いづらい50のフレーズに特化し、各自フレーズリストを

作成しながら、50のビジネス頻出フレーズを完全に使いこなせるまで演習します。 

授業＋自宅学習で短期に最大の効果をあげるコースです。 

講師コメント：  

In the course, students will have chances to thoroughly practice 50 phrases, being often used in the field of global 

business, however somewhat unfamiliar and difficult to use for Japanese. Students will experience realistic examples 

in video and audio materials and practice using them correctly in the context. 

 

授業の流れ 

⚫ 動画・音声によるフレーズの紹介・例文作成 

⚫ ターゲットフレーズを使ってミニプレゼンテーション（1回目）実施・講師フィードバック 

⚫ 配付シナリオにもとづくミニプレゼンテーション（2回目）実施・講師フィードバック 

※  各レッスンで10～15のビジネスフレーズを定着させます。 

 

課題 

⚫ 動画・音声教材を使ったフレーズの復習 

⚫ 次回レッスンで取りあげるフレーズの確認 

 

 

使用教材：教材データを配信します。 

 

  

フレーズの紹介 ミニプレゼン No.1 講師フィードバック ミニプレゼン No.2 講師フィードバック
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科目名 講師 使用言語 

発信力・表現力 ビジネス＆ロールプレイ 
岡野 誠 

Curtis, Conor 

日英 

英 

クラス/レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

初級 

TOEIC 500点～ 

1/26(火)、1/29(金) 

 19:30～21:00 [90分×全2回]  
1/19(火) 6 9,000円 55392 

中級２ 

TOEIC 700点～ 

2/2(火)、2/5(金) 

 19:30～21:00 [90分×全2回] 
1/19(火) 6 9,000円 59567 

日米会話学院オリジナルコースがより進化  

  - 通訳メソッドで英語の筋肉を鍛える ＆ 日本語を介在しないロールプレイで応用演習 

 

 

 

■ INPUT  

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。 

■ OUTPUT  

習得した表現をロールプレイで使ってみます。 

 

 

取りあげるスキル 

・ディスカッション 

・ミーティング 

・プレゼンテーション 

 など 

取りあげる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 

・リテンション 

・リピーティング 

・頭ごなし訳（日⇔英） 

・虫食い音読 

・高速和文英訳 

■ 取りあげるトピック 

初級 ：   About Companies（ネットワーキング） 

中級2：   Requests（経営） 

     

 使用教材：教材データを配信します。（日米会話学院オリジナル教材 「英語運用力 Output Level 1 & Level 2」 より抜粋） 

 

  

日米会話学院 

オリジナルメソッド使用 

日本人講師による  

INPUT  
声に出しながら、英語を定着させる              

 

 

        外国人講師による  

OUTPUT  
   リアルなシーンで使ってみる 
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科目名 講師 使用言語 

ミーティングの技を鍛える Maschio, Christopher 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～ 

3/2(火)、3/9(火) 

19:30～21:00 [90分×全2回] 
2/19(金) 6 9,000円 57634 

日米会話学院開発、オリジナル教材を使って、ミーティングの技を鍛えます。 

通常の教材・指導ではもの足りない、もう1ランク上のミーティングスキルを身につけたい方にお勧めします。 

 
 

 

■ 学習するスキル：Express Opinions in meetings 

 

■ 授業の流れ 

INPUT 

Module 1: Listening 

Module 2: Meeting Task 1 

Module 3: Language Skills 

Module 4: Meeting Task 2 

OUTPUT 

Case Study No. 1 & No. 2  

Instructor/peer feedback 

 

使用教材：教材データを配信します。 

（日米会話学院オリジナル教材 「Advanced Business Meetings -Language & Practice-」 より抜粋） 

 

  

INPUT  

表現・理論・スキルを学ぶ        

        OUTPUT  

   ケーススタディで使ってみる 

日米会話学院 

オリジナルメソッド使用 
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科目名 講師 使用言語 

プレゼンの技を鍛える Cowap, Stuart 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～ 

3/4(木)、3/11(木) 

19:30～21:00 [90分×全2回] 
2/19(金) 6 9,000円 57637 

日米会話学院開発、オリジナル教材を使って、プレゼンテーションの技を鍛えます。 

通常の教材・指導ではもの足りない、もう1ランク上のプレゼンスキルを身につけたい方にお奨めします。 

 
 

 

■ 学習するスキル：Demonstration-based presentations 

 

■ 授業の流れ 

INPUT 

Module 1: Listening 

Module 2: Presentation Task 1 

Module 3: Language Skills 

Module 4: Presentation Task 2 

OUTPUT 

Individual Presentations 

Instructor/peer feedback 

使用教材：教材データを配信します。 

(日米会話学院オリジナル教材 「Advanced Business Presentations -Language & Practice-」 より抜粋) 

  
   

INPUT  

表現・理論・スキルを学ぶ        

        OUTPUT  

プレゼンテーションで使ってみる 

日米会話学院 

オリジナルメソッド使用 
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科目名 講師 使用言語 

The World in 2021 シリーズ1 Hardy-Chartrand, Benoit 英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

中級2 

TOEIC 700点～ 

2/3(水)、2/10(水)、2/17(水)、2/24(水)、3/3(水) 

19:30～21:00 [90分×5回] 
1/19(火) 6 22,500円 51555 

世界はどこに向かっているのか？ 

コロナで明け、アメリカ大統領選で終わりをつげようとしている2020年。政治、経済、外交問題から、地震、山火事、豪雨といった自然災害まで、

人類はありとあらゆる試練に見舞われ、揺れ動いています。私たちはどこへ向かっているのか？ 

東アジア専門家として多くのメディアに出演するBenoit先生によるプレゼンと参加者によるディスカッションで英語力を磨きつつ、国際問題に関する 

理解を深めます。 

 

講師コメント： 

With a global pandemic, growing tensions between China and the United States, multiple security threats in East 

Asia, mounting nationalism, and increasing social instability in the US, Hong Kong, and many other countries, the 

world has never seemed so unstable. In addition to the instructor’s presentations, the class will feature group 

discussions designed to both help students improve English proficiency and better understand the world we live in 

and the latest trends affecting all of us.  

 

取りあげるトピック： 

⚫ The decline of democracy-American Presidential Election, etc. 

⚫ The rise of China 

⚫ China-US conflict 

⚫ The global pandemic and the reshaping of our world 

⚫ The rise of nationalisms 

 

使用教材：教材データを配信します。 
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■ 気軽に楽しむ！趣味で英語力強化 
科目名 講師 使用言語 

≪バーチャル≫ Eating Outを楽しむ Stilwell, Phil 英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

中級1 

TOEIC 600点～ 

2/4(木)、2/18(木)、2/25(木)、3/4(木)、3/11(木) 

(2/11 休み) 

13:30～14:30 [60分×5回] 

1/19(火) 12 12,000円 57413 

食は世界共通の有効なsmall talkのネタ、強力なコミュニケーションツールです。 

Go To Eatも不安な今日この頃。安全に知的に食に思いをはせてみませんか。 

赤坂在住8年の講師がさまざまな料理やレストラン、また料理にまつわるストーリーを皆さんとシェアします。 

コロナ終了後の楽しみのため、ストレス解消のため、英語で料理についての知識を深めませんか。 

食べ歩きの好きな方、あなたのおすすめ料理を英語で説明するアクティビティも実施します。 

 

取りあげるトピック 

⚫ 料理と会食を楽しむための語彙・表現 / 東京のレストランをウエブで検索する 

⚫ スペイン料理とレストラン 

⚫ 東南アジア料理とレストラン 

⚫ 中近東料理とレストラン 

⚫ アメリカの料理とレストラン 

 

 

 

 

 

 

使用教材：教材データを配信します。 

 

科目名 講師 使用言語 

≪バーチャル≫ 旅時間を楽しむ Hardy-Chartrand, Benoit 英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

初級 

TOEIC 450点～ 

2/2(火)、2/9(火)、2/16(火)、3/2(火)、3/9(火) 

(2/23 休み) 

20:00～21:00 [60分×5回] 

1/19(火) 12 12,000円 55389 

五大陸、60か国を旅した経験から、魅力的な目的地を講師が紹介します。 

各セッション講師のプレゼンとビデオや写真を楽しみながら、旅をバーチャル体験し、旅に役立つ表現と目的地の楽しみ方を学びます。 

海外旅行が難しい今こそ旅に触れ、旅を語り、楽しいひと時を過ごしませんか。 

 

取りあげる国々 

1. 定番人気の国々（芸術・文化・建築・食べ物）: イタリア・スペイン・フランス 

2. すぐに行きたい・すぐに行ける魅力のアジア諸国（食べ物・景色・文化）:  タイ・台湾・韓国 

3. なかなか行けない国々: 北朝鮮 （平壌・軍事境界線）・ヒマラヤ (レー・山・お寺) ・スリランカ (シーギリヤ・キャンディ) 

4. 絶景の国々： ケニア・フィリピン・ペルー・ボリビア  

5. 人類の歴史を堪能 世界遺産の国々: イスラエル・ミャンマー・インド・カンボジア 

 

授業の流れ 
 
 
 
 
 
 

 

 

使用教材：教材データを配信します。 

  

 

 

 

 

旅に役立つ 

フレーズ紹介 

 

講師によるプレゼン 

フリートークタイム 

質問、感想、受講生によるおすすめ目的地の 

紹介など、発信してみましょう 

 

 

 

 

料理・会食に役立つ 

フレーズ紹介 

 

講師によるプレゼン 

フリートークタイム 

質問、感想、受講生による料理・お店の 

紹介など、発信してみましょう 
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科目名 講師 使用言語 

切手収集の魅力を追求する Ivanick, Loring 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～ 

2/4(木)、2/18(木)、2/25(木)、3/4(木)、3/11(木) 

(2/11 休み) 

19:30～21:00 [90分×5回] 

1/19(火) 12 18,000円 57421 

63年のコレクター歴を誇るLoring先生が語る切手収集のだいご味に触れ、趣味の世界を英語で深めます。 

世界のコレクターとの情報交換のため、投資の対象としての切手の知識を深めるため、教養の一環としてなど、目的はさまざま。 

知識と英語力を高めます。 

 

取りあげるトピック： 

Lesson 1: なぜ切手収集か？ 

        切手収集の効用 / 収集すべき切手とは？/ 切手収集家と投資家の違い 

Lesson 2: トレードのためのツールをそろえる 

        本、機材など収集家に必要なツールを講師が紹介、使い方をお見せします。 

Lesson 3: もっと切手について知ろう 

        切手とネット情報を活用し、楽しみながら知識を増やします。 

Lesson 4: 切手の鑑定 

        切手の歴史を学び、一見同じように見える切手の識別法、切手売買に有効な知識を仕入れます。 

Lesson 5: 「Philanippon 2021（日本国際切手展）」の紹介 

           2021年8月にパシフィコ横浜で開催予定の「Philanippon 2021」は切手収集家にとってビッグイベント。 

その楽しみ方を丁寧に伝授します。 

   

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 切手作品（Queen Elizabeth II）            切手作品（Map of the U.S.A）          （「Philanippon 2021」 ポスター） 

 

 使用教材：教材データを配信します。 
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講師紹介 
       

❑ 自立英語学習法（学習支援 無料セミナー） 

 鈴木 滋 

(Mr. SUZUKI, Shigeru) 

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）。当学院専任講師。 

アメリカで英語講師のとしてキャリアをスタートし、世界中に受講生を持つ。国内の約200社で英語研修を担当。 

    
❑ 1時間でできる！ビジネスEメール ライティング 

❑ はじめてトライ！ビジネス英会話 
❑ ビジネスに効く50フレーズ 

 水口 ひろみ 

(Ms. MIZUGUCHI, Hiromi) 

シドニー工科大学にて語学教授法Diploma 

取得、国際基督教大学卒（英文学）。 

 Mr. KOTIKHOV, Mikhail 

オークランド工科大学大学院修士課程修了
（MBA）、クバン州立大学卒（経済学）。 
2004年よりニュージーランドと日本で英語教授を 
行う。 

❑ 発信力・表現力 ビジネス＆ロールプレイ 初級 

❑ 発信力・表現力 ビジネス＆ロールプレイ 中級2 

 岡野 誠 

(Mr. OKANO, Makoto) 

東京外国語大学卒（ヒンディー語）、国際英

語教授資格CELTA保有。ISTQBテスト技術者

資格取得。中国語はネイティブレベル。 

 Mr. 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） 

ビジネス英語教授の他、young learnersのための 

英語教育にも積極的に参加。 

❑ ミーティングの技を鍛える ❑ プレゼンの技を鍛える 

 

Mr. MASCHIO, Christopher 

神田外語大学大学院修士課程修了

（TESOL）、ディーキン大学（商学）卒。 

当学院専任講師。 

 Mr. COWAP, Stuart 

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。 

❑ The World in 2021 シリーズ1 

❑ 《バーチャル》 旅時間を楽しむ 
❑ 《バーチャル》 Eating Outを楽しむ 

 Mr. HARDY-CHARTRAND, Benoit  

ケベック大学大学院修士課程修了（国際関係

論）、モントリオール大学卒（政治学）。延世

大学校で交換留学生として学ぶ（政治学）。

テンプル大学兼任教授。東アジア専門家として

数多くメディアに露出。 

 

 

 

Mr. STILWELL, Phil 

カンザス大学大学院修士課程修了（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。 

❑ 切手収集の魅力を追求する  

 
Mr. 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）。法政大学にて

37年間、日米会話学院にて32年間英語教授

を行う。 
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アクセス 

 

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Webサイトからお申し込みください。https://www.nichibei.ac.jp/form/application.php 
 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、メール（info@nichibei.ac.jp）または 
 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3営業日以内に受講案内メールを事務局よりさしあげます。ご確認の上、指定日までにご納入ください。学費納入をもって 
 受講手続き完了とします。振込手数料は、受講者負担となります。 
3． 一定の受講者数に達しないときは、科目が成立しない場合もあります。その際はご連絡します。 
4． 短期オンラインプログラムは体験レッスン制度の対象外です。予めご了承ください。 
5． Zoom情報は授業日前日までにメールにてお知らせします。 

教材    

【自立英語学習法】教材はオンラインでお見せしながら進行します。 

【自立英語学習法】以外の科目はオンラインにて教材を配信します。学院からご案内する手順にしたがってご自身でお手続きください（無料）。 

データの取得・閲覧可能期間は各授業実施日から1週間となります。 

中途受講 

  授業回数5回以上の講座は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。 

早期申込割引 

  早期申込割引の適用はございません。 

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 
 本会は申込者に支払い済みの学費から返金手数料1,000円を差し引き返還するものとします。また、申込者は本会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. 開講日以後の受講撤回 
 契約は申出日をもって終了します。この場合、本会は本会所定の書類による申出にて、当該講座の支払い済み受講料から既受講分の受講料（支払い済み

受講料÷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受講料［支払い済み受講料÷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（受講料の全部または一部が未納である場合には学習指導の開始日から解除の申出日までの期間
の受講料に相当する額及び解約手数料をお支払いいただきます）。入学金は返還いたしません。既受講分の受講料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。 

3. 学費の返却方法 
 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またはクレジットカードに返金する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。 
※ 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。  
Zoom環境（システム必要条件） 

インターネット接続 …… 有線または無線ブロードバンド（3Gまたは4G／LTEでも可能ですが、料金が発生する場合があります。） 
スピーカーとマイク、ウェブカメラが使用できる機器（パソコンが理想ですが、スマートフォンやタブレットPCでも可能です。） 
詳しくはZoomのヘルプデスクをご覧ください。    https://support.zoom.us/hc/ja/categories/200101697 
・Zoomマニュアル 

https://www.nichibei.ac.jp/news_archive/information/_zoom.html 
・Zoomでの接続確認 

以下のページからZoomのテストミーティングに参加し、インターネットの接続およびスピーカーやマイクのテストを行うことができます。 
テストミーティングは3分間有効です。無効になったら再度Zoomテストミーティングサイトにアクセスしてください。 

Zoomテストミーティング https://zoom.us/test 2020.12.5 

 
 
 

 

お申込みはこちらから 

 
TEL 03-3359-9621 FAX 03-3353-8908 
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-2 
コモレ四谷 グローバルスタディスクエア3F 

JR中央線・総武線／東京メトロ丸ノ内線・南北線 
四ツ谷駅徒歩3分 

事務取扱時間 平日：10:00～19:30 

  土曜：09:45～17:30 

地図・交通アクセス 

https://www.nichibei.ac.jp/form/application.php
https://support.zoom.us/hc/ja/categories/200101697
file:///C:/Users/C121/AppData/Local/Temp/Zoomテストミーティング

