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学習支援 無料セミナー 

7月26日(日)、8月12日(水) 

 

短期 オンライン プログラム 

お盆セミナー 

2020年8月1日(土)～9月12日(土) 

◼ コミュニケーション力アップ 

◼ ビジネス力アップ 

◼ 検定試験対策 

英検®・英検®2次面接直前対策 

TOEIC® L&R Test 

TOEFL iBT®テスト 

IELTS 

◼ 自宅で海外留学－レクチャー＆ディスカッション 

 

 

 

 

当プログラムはZoomを使用して実施します。 

システム必要条件は19ページ「募集要項」をご確認ください。 

 

www.nichibei.ac.jp  

申込締切：各コース締切日をご覧ください  

締切後も定員に余裕のあるクラスは申込可能です。 
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スケジュール 

  ＊「56597 TOEFL iBT® 80～100 Writing レベル2」は、8/16(日)のみ午前(09:00～12:10)の実施となります。ご注意ください。 

  

科目名 講師 時間帯 スケジュール コード番号 

発音・リスニング 中級 キマニ 涌井 午前 8/9(日)～9/6(日) 日曜 全5回 54434 

発音・リスニング 中級 キマニ 涌井 午前 8/15(土)～9/12(土) 土曜 全5回 54452 

発音・リスニング 上級 キマニ 涌井 午後 8/15(土)～9/12(土) 土曜 全5回 54607 

スピーキング 中級1 キマニ 涌井 午後 8/9(日)～9/6(日) 日曜 全5回 53458 

TVニュース リスニング&ディスカッション Mattos 午後 8/1(土)～8/29(土) 土曜 全5回 53461 

ロジカルスピーキング 末永 夜間 8/11(火)～8/15(土) 全5回 55446 

ビジネス ライティング レベル1 初中級 Cowap 午前 8/11(火)～8/13(木) 全3回 55386 

ビジネス ライティング レベル2 中上級 Cowap 午後 8/11(火)～8/13(木) 全3回 55598 

クリティカルビジネスイングリッシュ 

Maschio 
Mattos 
Kang 

午前 8/10(月)～8/15(土) 全6回 55464 

英検®準1級対策 岩瀬 午前 8/11(火)～8/15(土) 全5回 56469 

英検®2級対策 岩瀬 午前 8/11(火)～8/15(土) 全5回 56353 

英検®1級2次面接直前対策 Brown 夜間 8/11(火)～8/15(土) 全5回 56620 

英検®準1級2次面接直前対策 Brown 午前 8/11(火)、8/13(木)、8/15(土) 全3回 56472 

英検®2級2次面接直前対策 Brown 午前 8/11(火)、8/13(木)、8/15(土) 全3回 56357 

TOEIC® L&R Test 

 -ターゲットスコア600点突破を目指そう- 
末永 午前 8/11(火)～ 8/15(土) 全5回 56359 

TOEIC® L&R Test 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- 
岩瀬 夜間 

8/11(火)、8/12(水)、8/13(木)、 

8/15(土)、8/16(日) 全5回 
56589 

TOEFL iBT® 50～70 

(レベル1) 

Reading 

岡野 

Chen 
午前 

8/11(火) 56361 

Listening 8/12(水) 56363 

Writing 8/13(木)、8/15(土) 全2回 56367 

Speaking 8/14(金)、8/16(日) 全2回 56365 

TOEFL iBT® 80～100 

(レベル2) 

Listening 

Brown 

Kang 
午後* 

8/11(火) 56593 

Speaking 8/12(水)、8/14(金) 全2回 56595 

Reading 8/13(木) 56591 

Writing 8/15(土)、8/16(日) 全2回 56597* 

IELTS 4.5～6.0 

(レベル1) 

Listening 

Maschio 

岡野 
午後 

8/10(月) 56473 

Reading 8/11(火) 56475 

Speaking 8/12(水)、8/14(金) 全2回 56477 

Writing 8/13(木)、8/15(土) 全2回 56479 

IELTS 6.0～7.0 

(レベル2) 

Reading 

Chen 午前 

8/10(月) 56652 

Listening 8/11(火) 56650 

Writing 8/12(水)、8/14(金) 全2回 56656 

Speaking 8/13(木)、8/15(土) 全2回 56654 

レクチャー& 

ディスカッション 

シリーズ4 Sociology Franchini 午前 8/2(日) 58402 

シリーズ5 Diversity Kotykhov 午前 8/9(日) 58404 

シリーズ6 
Gender in  

the 21st Century 
Manny 午後 8/22(土) 58408 

シリーズ7 Climate Change Kang 午前 8/30(日) 58410 
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 学習支援 無料セミナー  

 【当学院プログラムを初めてご受講の方対象】  

 

■英語の学び方を学ぶ  
科目名 講師 使用言語 

英語学習法 -  
Tips for Effective Language Learning 
【当学院プログラムを初めてご受講の方対象】 

Maschio、Christopher 英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

初中級 
7/26(日) 

10:30～11:45 (75分) 
7/21(火) 20 無料 53331 

自立的な学習法のコツを学びます。自分で自分のマネジメントを行えることが、目標を達成し、成果を上げるための第一条件です。 

リスニング力を伸ばし、語彙を拡充し、スピーキング力をアップする自己学習法を学び、また、ネット上の様々な無料教材の効果的な使い方を、 

ディスカッション、ペアワークを通じて学びます。 

 

 

 

使用教材： プリント教材を使用 

 
科目名 講師 使用言語 

自立英語学習法 【当学院プログラムを初めてご受講の方対象】 岡本 恵子 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 
8/12(水) 

10:30～11:45 (75分) 
8/7(金) 20 無料 53508 

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。 
 

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： プリント教材を使用 

 

  

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 

津田塾大学卒（英文学）。

フリーランス翻訳家。 

当学院教科/企画アドバイザー 
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■コミュニケーション力アップ 
科目名 講師 使用言語 

発音・リスニング 中級 キマニ涌井 理恵 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～

CEFR B1～ 

8/9(日)～9/6(日)  

日曜・10:30～12:00 (90分)・全5回 
7/31(金) 10 21,550円 54434 

8/15(土)～9/12(土) 

土曜・10:30～12:00 (90分)・全5回 
8/7(金) 10 21,550円 54452 

公式な場でしっかりと英語を聴き取り、発言をするスキルと自信を身につけます。はっきりと聴き取れない、発音に自信がない、カタカナ発音に

なってしまう、自信を持って発言できない等の悩みを解決します。 

 

●特徴 

- 自分の話す英語が相手に通じない、聞き返される、誤解を招くなどの悩みを解消します。 

- 英語の音の特徴を分析し、母国語の音の先入観を変えていくことで、どんな相手にもわかりやすい発音が身につきます。 

- 雑音に聞こえていた音、聞きにくい音が、意味をもった言葉として理解できるようになります。 

 

●取りあげる項目 

日本語と英語の違いによる問題点を、ひとつひとつ克服していきます。 

1．リズム 

2．イントネーション 

3．音の連結 

(テキストの音声は主にアメリカ英語です。) 

 

●授業の流れ 

録音を利用した自己発音チェック → ポイント解説 → 発音練習 → 講師による個別フィードバック → 再録音・自己発音チェック 

 

使用教材： ●改訂版 英語の発音パーフェクト学習事典(アルク) 

 

科目名 講師 使用言語 

発音・リスニング 上級 キマニ涌井 理恵 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～ 

CEFR B12～ 

 8/15(土)～9/12(土) 

土曜・13:30～15:00 (90分)・全5回 
8/7(金) 10 21,550円 54607 

公式な場でしっかりと英語を聴き取り、発言をするスキルと自信を身につけます。はっきりと聴き取れない、発音に自信がない、カタカナ発音に

なってしまう、自信を持って発言できない等の悩みを解決します。 

 

●特徴 

- 自分の話す英語が相手に通じない、聞き返される、誤解を招くなどの悩みを解消します。 

- 英語の音の特徴を分析し、母国語の音の先入観を変えていくことで、どんな相手にもわかりやすい発音が身につきます。 

- 雑音に聞こえていた音、聞きにくい音が、意味をもった言葉として理解できるようになります。 

 

●取りあげる項目 

世界の多様なネイティブの音声で発音練習を行い、いくつかのノンネイティブの音も聞き慣れ、それぞれ理解できるようにします。 

またコミュニケーションで生じる微妙な音の区別を習得します。 

1．子音の連続 

2．単語・フレーズの強勢 

3．強勢と弱勢 

(例文の音声はイギリス英語で、練習問題は多国籍―ネイティブおよびノンネイティブ―の英語です。) 

 

●授業の流れ 

録音を利用した自己発音チェック → ポイント解説 → 発音練習 → 講師による個別フィードバック → 再録音・自己発音チェック 

 

使用教材： ●English Pronunciation in Use Advanced Book with Answers and Downloadable Audio  

(Cambridge University Press) 
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科目名 講師 使用言語 

スピーキング 中級1 キマニ涌井 理恵 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～

CEFR B1～ 

8/9(日)～9/6(日) 

日曜・13:30～15:00 (90分)・全5回 
7/31(金) 10 21,550円 53458 

スピーキングとリスニングを中心に、英語を実践的に使いながら、コミュニケーション力を身につけます。 

正しい英語を話し理解するため、レベルに即した文法、語彙、読解を効果的に取り入れます。世界や社会、また身近なトピックに関する 

TED Talksならではの生きたプレゼンテーションを模範に練習を行い、説得力と自信をもって発信できる力を身につけます。 

 

●取りあげるトピック 

1．ストレスとのつき合い方 

2．メディアの影響力 

3．秘密と嘘について 

 

使用教材： ●Keynote 4 with My Keynote Online (National Geographic) 

 

科目名 講師 使用言語 

TVニュース リスニング&ディスカッション  Mattos, Ethan 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～

CEFR B1～ 

8/1(土)～8/29(土) 

土曜・13:00～14:30 (90分)・全5回 
7/25(土) 10 21,550円 53461 

2020年の話題を取り上げ、深く掘り下げます。ニュースを観ながら、聴き取りとディスカッションのスキルを強化します。 

講師による背景知識や語彙・表現の解説を通して、ニュースの背景となる社会状況を理解し、論理的かつ説得力を持ってディスカッションを進める

スキルを磨きます。 

 

● 取りあげるトピック 

1．Corona Virus 

2．Domestic Violence 

3．Unrest in America、など 

 

使用教材： プリント教材を使用 
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■ビジネス力アップ 
科目名 講師 使用言語 

ロジカルスピーキング 末永 由喜子 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～ 

8/11(火)～8/15(土) 

火曜～土曜・18:00～19:30 (90分)・全5回 
7/31(金) 12 21,550円 55446 

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という方のための、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分でロジカルに話す 

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) 

 

科目名 講師 使用言語 

ビジネス ライティング Cowap, Stuart 英 

科目名 レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

レベル1 
初中級 

TOEIC 400点～ 

8/11(火)～8/13(木) 

火曜～木曜・10:00～12:10 (120分)・全3回 
7/31(金) 8 16,980円 55386 

レベル2 
中上級 

TOEIC 700点～ 

8/11(火)～8/13(木) 

火曜～木曜・13:10～15:20 (120分)・全3回 
7/31(金) 8 16,980円 55598 

3日間で集中的に、ビジネスプロフェッショナルのためのEメールライティングを極めます。 

デジタルワーク時代の到来でEメールをはじめとするビジネスライティングのスキルがますます重要度を増しています。 

サンプルEメールを分析し、ビジネスの現場で差をつけることのできるEメールの構成・表現・トーンを実際に書き、講師のフィードバックを受けながら

習得します。 
 
レベル1（初中級） 

• 使用度の高いメールに共通した構成 - 説明、問い合わせ、応答、確認、要求など 

• オープニング・クロークロージング表現 - プライベートなメールと一線を画する表現とは 

• 内容・状況・読み手によるトーン（語調）の調整 
 
レベル2（中上級） 

• 読み手を納得させる洗練したパラグラフ構成 

• 結果を得るための上級表現とメールエチケット 

• メール編集スキルの習得 

• 日本人ビジネスピープルに共通するメール・メモ・報告書の間違いを確認 
 

毎レッスン後Writingの課題が出されます。講師が添削の上、返送いたします。 

（学費には添削料が含まれます。） 

 

使用教材：  プリント教材を使用 

 

 

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 
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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 

Maschio, Christopher 

Mattos, Ethan 

Kang, Chia-Wei 

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～ 

8/10(月)～8/15(土) 

月曜～土曜・10:00～12:10 (120分)・全6回 
7/31(土) 10 32,760円 55464 

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。 

毎年新しいトピックを準備、最新の話題を取り扱いながら、スキルを高めます。 

 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) 
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■英検®対策  
 

科目名 講師 使用言語 

英検®対策 岩瀬 ますみ 日英 

科目名 レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

英検®準1級 

中級 
TOEIC 600点～ 

CEFR B1～ 

8/11(火)～8/15(土)  

火曜～土曜・9:00～10:30 (90分)・全5回 
7/31(金) 12 22,150円 56469 

英検®2級 

初級 
TOEIC 450点～ 
CEFR A2～B1 

8/11(火)～8/15(土)  

火曜～土曜・11:00～12:30 (90分)・全5回 
7/31(金) 12 22,150円 56353 

「英検合格」 + 「応用の効く英語発信力の習得」を実現!  
 

音読を中心とした徹底的READING訓練 

リーディングパッセージを使った、オーバーラッピング、シャドーイング、リテンションなどの練習を徹底的に行い、 

英検合格の前提となる基本4スキル（Listening、Reading、Speaking、Writing）全ての向上を目指します。 
 

英検問題演習＋2次試験対策 

⚫ リーディング対策 

⚫ リスニング対策 

⚫ ライティング対策 

(学費には添削料が含まれます。) 
 

使用教材： 

 英検準1級 ●2019-2020年対応 直前対策 英検®準1級3回過去問集(旺文社) 

 英検2級 ●2019-2020年対応 直前対策 英検®2級3回過去問集(旺文社) 
  

「英検®1級対策」コース実施中：詳細は総合案内、ホームページをご覧ください。 

 

科目名 講師 使用言語 

英検®2次面接直前対策 Brown, Jonathan 英 

科目名 レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

英検®1級 
TOEIC 800点～ 

CEFR B2～ 

8/11(火)～8/15(土) 全5回 

火曜～土曜・19:00～20:30 (90分) 
7/31(金) ８ 24,750円 56620 

英検®準1級 
TOEIC 600点～ 

CEFR B1 
8/11(火)、8/13(木)、8/15(土) 全3回 

11:00～12:30 (90分) 
7/31(金) ８ 12,930円 56472 

英検®2級 
TOEIC 450点～ 
CEFR A2～B1 

8/11(火)、8/13(木)、8/15(土) 全3回 

09:00～10:30 (90分) 
7/31(金) ８ 12,930円 56357 

「英検合格」 + 「応用の効く英語発信力の習得」を実現!  

8月23日(日)2次試験合格をめざします。 

過去問・予想問題を使用した模擬面接に挑戦し、講師のフィードバックを受けながら、スピーチ、Q＆Aセッションにゆとりを持って臨むことのできるスキルと 

ノウハウを習得します。 

取り上げる内容 スピーチ 

⚫ スピーチの構成 

⚫ 頻出トピックの攻略ポイント 

⚫ 頻出語彙・表現 

質疑応答 

⚫ クイックリスポンスのコツ 

⚫ 応答の論理構成 

使用教材：  プリント教材を使用   

*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。 
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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点突破を目指そう- 末永 由喜子 日英 

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～ 
CEFR A2～B1 

8/11(火)～8/15(土) 全5回 

09:00～10:30 (90分) 
7/31(金) 12 21,550円 56359 

スコアアップに必要な「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。 
 

実践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。 

 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テスト対策学習法を紹介 

使用教材： ●公式TOEIC® Listening & Reading 問題集5（国際ビジネスコミュニケーション協会） 

 ●TOEIC® TEST 英文法スピードマスター New Edition（Jリサーチ出版） 

 ●新TOEIC®TEST出る順で学ぶ ボキャブラリー990 ハンディ版（講談社） 

 

科目名 講師 使用言語 

TOEIC® L&R Test 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- 
岩瀬 ますみ 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～ 

8/11(火)、8/12(水)、8/13(木)、8/15(土)、8/16(日) 

19:00～21:05 (120分)・全5回 
7/31(金) 12 26,820円 56589 

TOEIC L&R Test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です。 

TOEIC L&R Test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。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全問解き切るための時間配分 

• 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 6 (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) 

  

*TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS. L&R means Listening & Reading 
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■TOEFL iBT®テスト対策  
   カナダ・アメリカ留学に向けて 

 

申込締切：7月31日(金) 
締切後も定員に余裕のあるクラスは申込可能です。 

 

 

全科目受講割引：61,400円 ⇒ 56,400円 
 

ご受講レベル / 定員 

 

Schedule 

レベル1 

 

レベル2 

 

TOEFL iBT コース一覧 
※受講生の習熟度に応じて担当講師が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

科目名 レベル 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 コード番号 

TOEFL iBT®テスト Reading 

- アカデミック文書の攻略 - 

レベル1 
8/11(火) 

09:00～12:10 (180分) 
9,900円 岡野 誠 日英 56361 

レベル2 
8/13(木) 

13:10～16:20 (180分) 
9,900円 

Kang,  

Chia-Wei 
英 56591 

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 

クラスでは、問題を分析し、実際に解き、講師のフィードバックを受けます。 

使用教材：  

レベル1・レベル2  ●The Official Guide to the TOEFL® Test with DVD-ROM, 5th Ed.（McGraw-Hill） 

(教材はレベル1・レベル2に対応しており、各レベル異なったユニットを取り上げます。) 
 
  

 目的 目標スコア ご受講レベル 定員 

レベル1 語学留学・学部入学 TOEFL iBTテスト 50～70 TOEFL iBTテスト 45点～／TOEICテスト 450点～ 12 

レベル2 学部・大学院入学 TOEFL iBTテスト 80～100 TOEFL iBTテスト 75点～／TOEICテスト 700点～ 12 

スケジュール 8/11 (火) 8/12(水) 8/13(木) 8/14 (金) 8/15(土) 8/16(日) 

09:00～12:10 
Reading 

岡野 

Listening 

岡野 

Writing 

岡野 

Speaking 

岡野 

Writing 

岡野 

Speaking 

Chen 

スケジュール 8/11 (火) 8/12(水) 8/13(木) 8/14 (金) 8/15(土) 8/16(日) 

09:00～12:10 --- --- --- --- --- 
Writing 

Kang 

13:10～16:20 
Listening 

Brown 

Speaking 

Brown 

Reading 

Kang 

Speaking 

Brown 

Writing 

Kang 
--- 
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科目名 レベル 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 コード番号 

TOEFL iBT®テスト Listening 

- Dialog & Lecture Listening - 

レベル1 
8/12(水)  

09:00～12:10 (180分) 
9,900円 岡野 誠 日英 56363 

レベル2 
8/11(火) 

13:10～16:20 (180分) 
9,900円 

Brown, 

Jonathan 
英 56593 

Listening力向上こそが実は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 

クラスでは、問題を分析し、実際に解き、講師のフィードバックを受けます。 

使用教材：  

レベル1・レベル2  ●The Official Guide to the TOEFL® Test with DVD-ROM, 5th Ed.（McGraw-Hill） 

(教材はレベル1・レベル2に対応しており、各レベル異なったユニットを取り上げます。) 

 

科目名 レベル 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 コード番号 

TOEFL iBT®テスト Speaking  

- Independent &  

Integrated Speaking - 

レベル1 

8/14(金)、8/16(日) 

09:00～12:10 (180分) 

全2回 

19,800円 
岡野 誠 

Chen, Amis 

日英

英 
56365 

レベル2 

8/12(水)、8/14(金) 

13:10～16:20 (180分) 

全2回 

19,800円 
Brown, 

Jonathan 
英 56595 

まずは模擬スピーキングテストを体験。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 

クラスでは、問題を分析し、実際に解き、講師のフィードバックを受けます。 

使用教材：  

レベル1・レベル2  ●The Official Guide to the TOEFL® Test with DVD-ROM, 5th Ed.（McGraw-Hill） 

(教材はレベル1・レベル2に対応しており、各レベル異なったユニットを取り上げます。) 

 

科目名 レベル 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 コード番号 

TOEFL iBT®テスト Writing 

- Independent &  

Integrated Writing - 

レベル1 

8/13(木)、8/15(土) 

09:00～12:10 (180分) 

全2回 

21,800円 岡野 誠 日英 56367 

レベル2 

8/15(土) 13:10～16:20 

8/16(日) 09:00～12:10 

(180分)・全2回 

21,800円 
Kang,  

Chia-Wei 
英 56597 

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。 

クラスでは、問題を分析し、実際に解き、講師のフィードバックを受けます。 

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。 

(学費には添削料が含まれます。) 

 

使用教材：  

レベル1・レベル2  ●The Official Guide to the TOEFL® Test with DVD-ROM, 5th Ed. (McGraw-Hill) 

(教材はレベル1・レベル2に対応しており、各レベル異なったユニットを取り上げます。) 
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科目名 レベル 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 コード番号 

TOEFL iBT®全分野 

レベル1 

8/11(火)～8/16(日) 

09:00～12:10 (180分) 

全6回 

56,400円* 
岡野 誠 

Chen, Amis 

日英 

英 
56369 

レベル2 

8/11(火)～8/15(土)  

13:10～16:20 

8/16(日) 09:00～12:10 

(180分)・全6回 

56,400円* 
Brown, Jonathan 

Kang, Chia-Wei 
英 56599 

*全科目割引学費が適用されています 

TOEFL iBT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。 

クラスでは、問題を分析し、実際に解き、講師のフィードバックを受けます。 

 

使用教材： 

レベル1・レベル2  ●The Official Guide to the TOEFL® Test with DVD-ROM, 5th Ed. (McGraw-Hill) 

(教材はレベル1・レベル2に対応しており、各レベル異なったユニットを取り上げます。) 

*TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS. 
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■IELTS対策 (アカデミック・モジュール) 

   イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、アメリカ留学に向けて 
 

申込締切：7月31日(金) 
締切後も定員に余裕のあるクラスは申込可能です。 

 

 

全科目受講割引：61,400円 ⇒ 56,400円 
 

ご受講レベル / 定員 

 

Schedule 

レベル1 

 

レベル2 

 

IELTS コース一覧 
※受講生の習熟度に応じて担当講師が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

科目名 レベル 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 コード番号 

IELTS Listening 

- Dialogue & Monologue  

Listening - 

レベル1 
8/10(月) 

13:10～16:20 (180分) 
9,900円 

Maschio, 

Christopher 
英 56473 

レベル2 
8/11(火) 

09:00～12:10 (180分) 
9,900円 Chen, Amis 英 56650 

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 

クラスでは、問題を分析し、実際に解き、講師のフィードバックを受けます。 

使用教材：  

レベル1  ●Complete IELTS Bands 5-6.5 Student’s Book with Answers with CD-ROM (Cambridge) 

レベル2  ●IELTS 14 Academic Student’s Book with Answers with Audio (Cambridge) 

 

  

 目的 目標スコア ご受講レベル 定員 

レベル1 語学留学・学部入学 IELTS 4.5～6.0 IELTS 5.0～／TOEFL iBTテスト 61点～／TOEICテスト 600点～ 12 

レベル2 大学院留学 IELTS 6.0～7.0 IELTS 6.0～／TOEFL iBTテスト 80点～／TOEICテスト 800点～ 12 

スケジュール 8/10(月) 8/11 (火) 8/12(水) 8/13(木) 8/14 (金) 8/15(土) 

13:10～16:20 
Listening 

Maschio 

Reading 

岡野 

Speaking 

Maschio 

Writing 

Maschio 

Speaking 

Maschio 

Writing 

Maschio 

スケジュール 8/10(月) 8/11 (火) 8/12(水) 8/13(木) 8/14 (金) 8/15(土) 

09:00～12:10 
Reading 

Chen 

Listening 

Chen 

Writing 

Chen 

Speaking 

Chen 

Writing 

Chen 

Speaking 

Chen 
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科目名 レベル 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 コード番号 

IELTS Reading  

- アカデミック文書の攻略 - 

レベル1 
8/11(火) 

13:10～16:20 (180分) 
9,900円 岡野 誠 英 56475 

レベル2 
8/10(月) 

09:00～12:10 (180分) 
9,900円 Chen, Amis 英 56652 

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 

クラスでは、問題を分析し、実際に解き、講師のフィードバックを受けます。 

使用教材：  

レベル1  ●Complete IELTS Bands 5-6.5 Student’s Book with Answers with CD-ROM (Cambridge) 

レベル2  ●IELTS 14 Academic Student’s Book with Answers with Audio (Cambridge) 

 
科目名 レベル 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 コード番号 

IELTS Speaking  

- Introduction & Part 1～3 - 

レベル1 

8/12(水)、8/14(金) 

13:10～16:20 (180分) 

全2回 

19,800円 
Maschio, 

Christopher 
英 56477 

レベル2 

8/13(木)、8/15(土) 

09:00～12:10 (180分) 

全2回 

19,800円 Chen, Amis 英 56654 

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 

クラスでは、問題を分析し、実際にスピーキングに取り組み、講師のフィードバックを受けます。 

使用教材：  

レベル1  ●Complete IELTS Bands 5-6.5 Student’s Book with Answers with CD-ROM (Cambridge) 

レベル2  ●IELTS 14 Academic Student’s Book with Answers with Audio (Cambridge) 
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科目名 レベル 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 コード番号 

IELTS Writing 

- Task 1 (Data Report) & 

 Task 2 (Essay) - 

レベル1 

8/13(木)、8/15(土) 

13:10～16:20 (180分) 

全2回 

21,800円 
Maschio, 

Christopher 
英 56479 

レベル2 

8/12(水)、8/14(金) 

09:00～12:10 (180分) 

全2回 

21,800円 Chen, Amis 英 56656 

Academic Essay Writingの基礎を徹底させ、IELTS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 

⚫ 実践演習（実際に答案を作成します）＆フィードバック 

⚫ Task1に必須の比較及び対比の構文の習得 

⚫ 推敲の重要性 

⚫ Task1のパラグラフ構成 

⚫ エッセイは添削を受けることができます。 
 
 

クラスでは、問題を分析し、実際にライティングに取り組み、講師のフィードバックを受けます。 

 

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。 
 
 (学費には添削料が含まれます。) 
 

使用教材：  

レベル1  ●Complete IELTS Bands 5-6.5 Student’s Book with Answers with CD-ROM (Cambridge) 

レベル2  ●IELTS 14 Academic Student’s Book with Answers with Audio (Cambridge) 

 

 (全科目受講割引対象) 

科目名 レベル 日程・時間帯 学費 講師 使用言語 コード番号 

IELTS 全科目 

レベル1 

8/10(月)～8/15(土) 

13:10～16:20 (180分) 

全6回 

56,400円* 
Maschio, Christopher 

岡野 誠 
英 56481 

レベル2 

8/10(月)～8/15(土) 

09:00～12:10 (180分) 

全6回 

56,400円* Chen, Amis 英 56658 

*全科目割引学費が適用されています 

IELTS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。 

クラスでは、問題を分析し、実際に解き、講師のフィードバックを受けます。 
 

使用教材：  

レベル1  ●Complete IELTS Bands 5-6.5 Student’s Book with Answers with CD-ROM (Cambridge) 

レベル2  ●IELTS 14 Academic Student’s Book with Answers with Audio (Cambridge) 
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■自宅で海外留学 
科目名  講師 使用言語 

レクチャー&ディスカッション シリーズ 

シリーズ4 Franchini, Felipe 

英 
シリーズ5 Kotykhov, Mikhail 

シリーズ6 Manny, David 

シリーズ7 Kang, Chia-Wei 

科目名 レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

シリーズ4 

中級・上級 
TOEIC 600点～ 

CEFR B1～ 

8/2(日) 09:15～10:45 (90分) 7/24(金) 8 5,000円 58402 

シリーズ5 8/9(日) 09:15～10:45 (90分) 7/31(金) 8 5,000円 58404 

シリーズ6 8/22(土) 13:00～14:30 (90分) 8/14(金) 8 5,000円 58408 

シリーズ7 8/30(日) 09:15～10:45 (90分) 8/21(金) 8 5,000円 58410 

留学先の授業を自宅で体験します。幅広いトピックについて、英語で語り合いたい社会人にもお奨めです。 

正確にレクチャーを聴きとり、積極的にディスカッションに参加し、明確に自分の意見を伝えるーこの3ステップを経て初めて、留学先で成果

を上げることができます。語学研修、留学の準備の仕上げにお奨めです。 
 
 

シリーズ4: Sociology by Mr. Franchini 

社会学とは何か？何の役に立つのか？当たり前を当たり前として受け取らず、身近な事象を分析することによって、今まで気づかなかった 

新しい展望が開けてくることがあります。社会を見つめ、自分の立ち位置を把握し、将来を見通す客観的な方法を学びます。 

シリーズ5: Diversity by Mr. Kotykhov 

多様性はさまざまな側面を持つ言葉です。私たちはしばしば日本の経済的・社会的発展に役立つ概念として多様性に言及しますが、  

多様性が社会生活・個人の生活をいかに豊かにするものか、深く掘り下げる機会を中々持つことが出来ません。授業では様々な文化 

的、社会的背景を持つ個人にいかに貢献するかを実例から検証します。新しい言語、環境、文化に飛び込む前に受講をお奨めします。 

シリーズ6: Gender in the 21st Century by Mr. Manny 

ジェンダーの役割は大きく変わろうとしています。授業では、ハリウッドの’me too’ 運動と女性の社会進出、トランスジェンダーのオリンピ

ック選手、同性結婚の合法化、職場における男女平等の国別事情と、古くて新しいトピックである「男女平等」について、日本と世界

各国の事例を学びながら、意見を交換します。 

シリーズ7: Climate Change by Mr. Kang 

異常気象はなぜ起こっているのか？大雨による被害はなぜ繰り返されるのか？この機会に人類のかけがえのない財産である大洋と

carbon cycle（炭素循環）、ocean acidification（海洋酸性化）の関連性など、気象学の基本知識をわかりやすいレクチャー

で学び、私たちの地球を自分の手で守るべく、意識を高めます。 

 

使用教材： プリント教材を使用 
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講師紹介  
講師情報 担当コース 

BROWN, Jonathan 

 バーミンガム大学大学院(TEFL/TESL)、 
ロンドンスクールオブジャーナリズム 
(ジャーナリズム--ポストグラデュエート・ディプロマ)、 
ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院卒(比較宗教学) 

英検®1級・準1級・2級2次面接直前対策 
TOEFL iBT®テスト対策 レベル2 

CHEN, Amis 

 

マルチメディア大学(マレーシア)修士課程修了(MBA)。 
国際英語教授資格CELTA保有 

TOEFL iBT®テスト対策 レベル1 
IELTS対策 レベル2 

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。 

ビジネスライティング 初中級・中上級 

FRANCHINI, Felipe 

 
コロンビア大学大学院卒(TESOL)、 
テキサス大学オースチン校卒(経済学、ビジネス)。 

レクチャー＆ディスカッション シリーズ4 
(Sociology) 

IWASE, Masumi 

(岩瀬 ますみ) 

 

 

 

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 

TOEIC® L&R Test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- 
英検®準1級・2級対策 

KANG, Chia-Wei 

 
サンノゼ州立大学大学院修士課程修了(TESOL)、 
カリフォルニア大学バークレー校卒(英語)。 
当学院専任講師 

クリティカルビジネスイングリッシュ 
TOEFL iBT®テスト対策 レベル2 
レクチャー＆ディスカッション シリーズ7 
(Climate Change) 

KIMANI WAKUI, Rie 

(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)。 

発音・リスニング 中級・上級 
スピーキング 中級1 

KOTYKHOV, 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)。 

レクチャー＆ディスカッション シリーズ5 
(Diversity) 

MANNY, David 

 
ハーバード大学大学院修士課程修了 
(東アジア地域研究)、 
ヴァンダービルト大学卒(東アジア学) 

レクチャー＆ディスカッション シリーズ6 
(Gender in the 21st Century) 

MASCHIO, 

Christopher 

 
神田外語大学大学院修士課程修了(TESOL)、 
ディーキン大学卒(商学・芸術)。当学院専任講師 

クリティカルビジネスイングリッシュ 
IELTS対策 レベル1 

MATTOS, Ethan 

 
ホバートアンドウィリアムスミスカレッジ卒(公共政策)。 
日米学生会議参加。 
当学院専任講師 

TVニュース リスニング＆ディスカッション 
クリティカルビジネスイングリッシュ 

OKANO, Makoto 

(岡野 誠) 

 
東京外国語大学卒(ヒンディー語)。 
中国語はネイティブレベル。 
ISTQBテスト技術者資格取得。 
国際英語教授資格CELTA保有 

TOEFL iBT®テスト対策 レベル1 
IELTS対策 レベル1 

SUENAGA, Yukiko 

(末永 由喜子) 

 

聖心女子大学卒(文学部教育学科)、 
米国ジョージア州デカルブカレッジ留学 

ロジカルスピーキング 
TOEIC® L&R Test -ターゲットスコア600
点突破を目指そう- 
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Memo 
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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Webサイトよりお申込みください。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、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「受講案内」(学費納入、教材購入等)を送付します。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 

教材購入については「受講案内」をご確認ください。 

・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、ご自身でご購入ください。 

・一部教材は当学院から送付いたします(教材費を別途ご請求します)。 

・プリント教材は、教育に特化したソーシャルプラットフォーム【Edmodo】（無料）を使用し、オンラインで閲覧・ダウンロードしていただきます。 

 Edmodoへは、別途学院からご案内する手順に従い、ご自身でご登録をしていただきます。 

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 

  授業はご見学いただけません。 

早期申込割引 

  早期申込割引の適用はございません。 

振替受講 

  振替受講の対象外です。予めご了承ください。 

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 
 

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Webサイト(https://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。   
2020.7.18 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
  

お申込みはこちらから 

お気軽にお問い合わせください。 

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-2 

コモレ四谷 グローバルスタディスクエア3F 

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  

四ツ谷駅より徒歩3分 
 

●事務取扱時間 学院Webサイトでご確認ください。 


