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◼ 早期割引 

8月6日（金）までのお申込には2,000円割引が適用されます。 

 

■ 講座概要とスケジュール 
頁 科目名 講師 日程 時間  定員 

受講料
（円） 

コード 
番号 

２ 英検®準1級 1次・2次 松村 剛 

8/13(金) 

8/14(土) 

8/15(日) 

8/16(月) 

09:30～12:40 
（180分×4回） 

12 34,500 56424 

3 英検®1級 スピーキング＆ライティング BROWN, Jonathan 
13:30～16:40  
（180分×4回） 

10 37,740 56628 

4 TOEIC® L&R Test 800点の壁をやぶる！ 市村 文子 
13:30～16:40  
（180分×4回） 

12 34,200 53551 

5 TOEIC® L&R Test 満点獲得！ 岩瀬 ますみ 
09:30～12:40  
（180分×4回） 

12 34,200 56635 

6 TOEIC® Speaking & Writing Tests 対策 COWAP, Stuart 
09:30～12:40  
（180分×4回） 

10 37,740 56426 

7 TOEFL iBT®テスト 50～70 松村 剛 
13:30～16:40  
（180分×4回） 

10 37,740 56360 

8 TOEFL iBT®テスト 80～100 PIETZ, John 
09:30～12:40 
（180分×4回） 

10 37,740 53570 

*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。 

*TOEIC is registered trademarks of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS. L&R means Listening and Reading. 

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

 

【夏季特別講座ご案内】  8/9(月)～8/29(日)の期間で順次開催 

「4日間集中講座」とあわせてご受講ください。 

科目名 講師 日程 時間  定員 
受講料 
（円） 

コード 
番号 

英語を身につけるために知っておきたい確実に効果の出る 

学習メソッド 
高橋 敏之 8/15(日) 

10:00～12:00 
(120分x1回) 

24 6,000  57221 

モチベーショナル・ストラテジーの理論と実践 和田 玲 
8/9(月) 
8/10(火) 

13:30～16:00 
(150分x2回) 

24 15,000  57222 

Introduction to Second Language Acquisition 

（第二言語習得研究入門講座） 
和泉 伸一 

8/10(火) 

8/11(水)  

8/12(木) 

10:00～12:00 
(120分x3回) 

24 18,000 57223 

英語らしい発音で歌いましょう！ 

～歌で上達、英語発音～ 
静 哲人 8/22(日) 

10:00～12:00 
（120分x1回） 

24 6,000 57224 

英語らしい発音で語りましょう！  

～スピーチで上達、英語発音～ 
静 哲人 8/29(日) 

10:00～12:00 
（120分x1回） 

24 6,000 57225 

 

https://www.nichibei.ac.jp/news_archive/short/_8_1.html 
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◆ 英検対策 
科目名 講師 使用言語 

英検®準1級 1次・2次 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1 
TOEIC 600点～ 

8/13(金)、8/14(土)、8/15(日)、8/16(月)  

09:30～12:40 (180分) 
8/6(金) 12 34,500円 56424 

英検準1級一次試験リーディング・リスニング・ライティング対策を短期に凝縮。 

2次面接試験にそなえた模擬演習にチャレンジ。集中コース終了後の自己学習法についても学びます。 

 

読解：             スピーディーに大意を把握し詳細を理解する力、Writingで役立つ英語らしい表現の獲得 

リスニング：          通訳メソッドを用いた徹底練習 

ライティング：         講習初日に書き方の説明→2日目または3日目提出→4日目に添削の返却 

二次試験面接対策： 1日目、2日目 ナレーション演習 

   3日目、4日目 質疑応答演習 

 

●コースの流れ 

1日目 2次面接対策 ナレーション導入 

 1次ライティング対策 導入 

 1次リスニング対策 Parts 1 & 3 

 1次リーディング対策 短文空所補充 

 

2日目 2次面接対策 ナレーション発表 

 1次ライティング対策 提出 

 1次リスニング対策 Part 2 

 1次リーディング対策 長文空所補充 

 

3日目 2次面接対策 質疑応答導入 

 1次ライティング対策 提出 

 1次リスニング対策 Parts 1 & 3 

 1次リーディング対策 長文内容一致 

 

4日目 2次面接対策 質疑応答発表 

 1次ライティング対策 添削返却 

 1次リスニング対策 Part 2 

 1次リーディング対策 長文内容一致 

 

●課題 

エッセイ提出（講師が添削し、フィードバックをつけて返却します。）・2次面接スピーキング改善、練習 

 

(学費には添削料が含まれます。)  

 

使用教材：●7日間完成 英検準1級予想問題ドリル 改訂新版 (旺文社) 
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科目名 講師 使用言語 

英検®1級 スピーキング＆ライティング BROWN, Jonathan 英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

上級1 
TOEIC 800点～ 

8/13(金)、8/14(土)、8/15(日)、8/16(月)  

13:30～16:40 (180分) 
8/6(金) 10 37,740円 56628 

英検1級合格の最難関ライティング、スピーキングに特化したコースで短期間に合格力を伸ばします。 

 

〈 1次エッセイライティング対策 〉 

アカデミックエッセイライティング（200-240 words）で高得点を獲得するためのスキルを習得。 

論理的な展開、オピニオンのサポート・発展、洗練されたライティングスタイルで解答に落とし込む演習を行います。 

1日目  アカデミックエッセイの構成を学ぶ（introduction-body-conclusion paragraphs） 

2日目  意見をサポートし、発展させる ／ 明快なトピックセンテンスを書く 

3日目  文章のcoherency（一貫性）とcohesion（結束性）を高める 

4日目  重複を避けるためのsynonym（同義語）の使い方／エッセイライティングのプランニングと編集 

 

〈 2次面接対策 〉 

模擬面接を繰り返し実施、講師からフィードバックとアドバイスを受け、合格を確実にします。 

スピーチとそれに続く質疑応答セッションを、自信を持って成功に導くための戦略とスキルを習得します。 

コース終了後実試験までの期間を有効活用し、さらに実力を向上させる日々の自己学習法を学びます。 

1日目 2分スピーチの論理構成 

 面接頻出トピックを知る 

 面接官に好印象を与える 

 スピーチ（2分）演習＋講師フィードバック 

2日目 明快な論理展開をサポートする「transitional language（移行言語）」 

 クイックリスポンスのスキルを学ぶ 

 スピーチの説得力を増すアカデミック表現の習得 

 スピーチ（2分）＋質疑応答（4分）演習 

3日目 効果的なスピーチのための語調・イントネーション 

 Discourse markerでスピーチの流れを整える 

 スピーチ（2分）＋質疑応答（4分）演習 

4日目 スピーチスコアアップのための語彙の拡充 

 叙述用語のパワフルな使用法  

 スピーチ（2分）＋質疑応答（4分）演習 

 スピーチ力増強のための自己学習のポイント 

 

●課題  

1次エッセイライティング対策： 

エッセイ提出（講師が添削し、フィードバックをつけて返却します。） 

 

2次面接対策： 

配付されたトピックカードの回答を準備する 

 

(学費には添削料が含まれます。)  

 

使用教材：プリント教材、英検サイト教材 
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◆ TOEIC® L&R Test対策  

科目名 講師 使用言語 

TOEIC® L&R Test 800点の壁をやぶる！ 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 

中級2 
TOEIC 700点～ 

8/13(金)、8/14(土)、8/15(日)、8/16(月)  

13:30～16:40 (180分) 
8/6(金) 12 34,200円 53551 

800点の壁をやぶるためのtipsを短期間にぎゅっと凝縮。年々難化しているTOEIC問題傾向に沿った対策を実施します。 

得意・苦手分野の自己分析を行い、日々の自宅学習方法についてのアドバイスを受けます。 

 

●授業内容 

パート別対策：800点の壁をやぶるために特に必要なスキルを取り上げます 

Part2  間接的な応答問題 想定外を想定内へ 

Part3、Part4 ・意図問題：文脈把握 ・図表問題：視覚情報の活用 

Part5  文法問題徹底攻略（動詞の語法・関係詞・分詞構文他） 

Part7  読み返さない読解法 

 

●英語の実力強化 

リスニング： 文脈・場面をイメージできる理解力 

リーディング： 単語単位の理解から脱却し構文把握による読み方の習得 

文法：  頻出文法項目の理解 

語彙：  TOEIC頻出語彙チェック、接頭辞・接尾辞の活用 

自己学習法： 得意・苦手分野に合わせた英語の実力をつける学習法の紹介 

 

●各パートの教え方 

↓問題形式・特徴の理解 

↓攻略法の習得 

↓問題演習 

↓学習法の紹介 

↓実力アップのトレーニング 

 

●コースの流れ 

1日目   Part2、Part5 

2日目   Part3、Part5 

3日目   Part3、Part7 

4日目   Part4、Part7 

 

●課題 

講師が指定した範囲の問題を解く。 

授業で取り扱った範囲の単語を覚える。 

 

使用教材：●TOEIC® L&Rテスト 860点奪取の方法 (目標スコア奪取シリーズ 4) (旺文社) 
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科目名 講師 使用言語 

TOEIC® L&R Test 満点獲得！ 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 

上級1 
TOEIC 800点～ 

8/13(金)、8/14(土)、8/15(日)、8/16(月)  

09:30～12:40 (180分) 
8/6(金) 12 34,200円 56635 

目標点到達のための「テスト対策スキル（攻略法）」、「勉強の仕方」を学び、満点獲得を目指します。 

弱点分析と学習法の指導で目標達成に向けて一気に加速、この夏TOEICを卒業したい方にお奨めします。 

 

●授業内容 

目標点到達 

テスト対策 スキル強化 

・パート別対策： パート別特徴と攻略ポイントの理解およびパート別に必要なテスト対策スキル（攻略法）の習得 

・時間配分： 目標点到達のための各パートの時間配分 

・自己学習法： 各パートの効果的な学習法 

 

●英語の実力強化 

・リスニング： メリハリのある聴き方・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 

・文法：  頻出文法項目の理解 

・語彙：  TOEIC頻出語彙、慣用句、口語表現 

・自己学習法： 英語の実力をつける学習法 

 

●各パートの教え方 

↓問題形式・特徴の紹介 

↓攻略法の習得 

↓問題演習 

↓解答、解説 

↓学習法の紹介 

 

●コースの流れ 

1日目  Part1、Part5  

2日目  Part2、Part6 

3日目  Part3、Part7（single passage） 

4日目  Part4、Part7（multiple passage） 

 

●課題 

講師が指定した範囲の問題を解く。 

授業で取り扱った範囲の単語を覚える。 

 

使用教材：●【CD2枚付】TOEIC L&Rテスト990点攻略 改訂版: 新形式問題対応 (Obunsha ELT Series)  
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◆ TOEIC® S&W Tests 対策  

科目名 講師 使用言語 

TOEIC® Speaking & Writing Tests 対策 COWAP, Stuart 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～ 

8/13(金)、8/14(土)、8/15(日)、8/16(月)  

09:30～12:40 (180分) 
8/6(金) 10 37,740円 56426 

TOEIC® Speaking & Writing Testsでスピーキング・ライティングパートとも確実に120～140点を獲得する実力を 

養成し、同時にグローバルビジネスの現場で即役立つスキルを学びます。 

受験準備に、また英語アウトプットスキルを向上させて成果に結びつけたい人に有効です。 

 

●習得するスキル 

発音・イントネーション（スピーキングのみ） 

文法の正確性 

語彙・表現の適切性・多様性 

内容の一貫性・ロジカルな論理展開 

 

●コースの流れ 

1日目 セッション1  スピーキング: 音読、状況描写、仮定・推論 

 セッション2  ライティング: 与えられた語彙を使用したセンテンス作成   

2日目 セッション1  スピーキング: 状況把握 

 セッション2  ライティング: Eメール問題 

3日目 セッション1  スピーキング: 与えられた情報に基づき解答する 

 セッション2  ライティング: エッセイ問題（トピックセンテンス・サポートセンテンス） 

4日目 セッション1  スピーキング: スピーキングテスト総復習（意見を言う・提案する） 

 セッション2  ライティング: スピーキングテスト総復習（Eメール問題・エッセイ問題） 

 

●課題 

1日目～3日目に、スピーキングおよびライティングの課題が出されます。 

ライティング課題は講師が添削し、フィードバックをつけて返却します。 

 

（学費はライティング添削料を含みます。） 

 

使用教材: ●TOEIC Speaking & Writing 公式テストの解説と練習問題 （国際ビジネスコミュニケーション協会） 
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◆ TOFEL iBT® テスト対策  
科目名 講師 使用言語 

TOEFL iBT®テスト 50～70 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 

TOEIC 450点～ 
TOEFL iBT 45点～ 

8/13(金)、8/14(土)、8/15(日)、8/16(月)  

13:30～16:40 (180分) 
8/6(金) 10 37,740円 56360 

語学留学・学部留学へのチャレンジに必要な4スキルズ（リスニング・リーディング・スピーキング・ライティング）を鍛えます。 

 

●習得するスキル 

Reading： 読解力向上のための学習法 

Listening： 「音」と「意味」を直結させる訓練方法 

Writing： Independent / Integrated 英語らしい書き方のポイント 

Speaking： Independent / Integrated 英語らしい話し方のポイント 

 

●コースの流れ 

 

1日目 

各セクション出題形式、対策等導入 

スピーキング: Independent  

リスニング:  Conversation 

リーディング: PASSAGE 1 

 

2日目 

スピーキング:  Independent 

ライティング:  Integrated 

リスニング: Lecture  

リーディング:  PASSAGE 2 

 

3日目 

スピーキング:  Integrated 

ライティング: Integrated 

リスニング:  Lecture 

リーディング: PASSAGE 3  

 

4日目 

スピーキング: Integrated 

ライティング:  Independent 

リスニング:  Lecture 

リーディング:  PASSAGE 4 

 

●課題 

授業内で行ったスピーキングの改善、練習・リスニング、リーディング復習 

 

(学費には添削料が含まれます。)  

 

使用教材：●TOEFL iBT 攻略!全セクション徹底問題+模試2回 新形式対応（三修社)  
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科目名 講師 使用言語 

TOEFL iBT®テスト 80～100 PIETZ, John 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

TOEIC 700点～ 
TOEFL iBT 70点～ 

8/13(金)、8/14(土)、8/15(日)、8/16(月)  

09:30～12:40 (180分) 
8/6(金) 10 37,740円 53570 

学部・大学院留学を目指す方のために、実践演習と講師の適切なフィードバックで4スキルを強化し、スコアアップを実現します。 

テスト本番に向け、1日3時間の集中演習でペースをつかみ、スピード感を養い、集中力と細部まで気を抜かない注意力を鍛えます。 

2022年秋留学の応募期間に間に合うよう、夏の4日間を有効活用し、実テストでの成功を勝ち取ります。 

 

●習得するスキル 

リーディング:  リーディングパッセージのタイプと頻出問題の種類を把握する 

リスニング:   トピックと語彙の傾向を知り、3つの基本的質問形式に親しむ 

スピーキング:  スピーキングタスクの種類を学び、評価者の望む高得点解答作成のコツをつかむ 

ライティング:  出題傾向を把握し、テンプレートの活用で高得点を得る 

 

●コースの流れ 

1日目 セッション1:  ニーズ分析 / 主要リーディング・リスニングスキル解説 / 導入演習 

 セッション2:  主要スピーキング・ライティングスキル解説 / 導入演習 

2日目 セッション1:  共通弱点分野の強化対策 

 セッション2:  リーディング模試（時間制限付き）/ 解答解説 

3日目 セッション1:  リスニング模試（時間制限付き）/ 解答解説 

 セッション2:  スピーキング模試（時間制限付き）/ 解答解説 

4日目 セッション1:  ライティング模試（時間制限付き）/ 解答解説 

 セッション2:  個別弱点強化アドバイス / コース終了後の自己学習に向けての講師アドバイス 

                  

●課題 

1日目～3日目まで、エッセイライティング1本を含む、1日1時間程度を要する課題が出されます。 

      

(学費には添削料が含まれます。)  

 

使用教材 ●The Official Guide to the TOEFL iBT Test (ETS)  
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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 スピーキング＆ライティング 

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。 

TOEIC® Speaking &Writing Tests 対策 

ICHIMURA, Ayako 

（市村 文子） 

 

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。 

TOEIC® L&R Test 800点の壁をやぶる！ 

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 満点獲得！ 
 

MURAMATSU, Takeshi 

（村松 剛） 

 
上智大学卒（外国語学部英語学科）。様々な
教育機関で留学準備、試験対策講座を中心に
指導。 

英検®準1級 1次・2次 
TOEFL iBT®テスト 50～70 

PIETZ, John 

 
サンフランシスコ州立大学卒（米国史）。 
官庁・企業で検定試験対策、ビジネス英語・ 
スピーチなどを指導。 

TOEFL iBT®テスト 80～100 
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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。 

 

授業見学 

  授業はご見学いただけません。 

 

早期申込割引 

  8月6日（金）までにお申し込みの方には、早期申込割引（2,000円）が適用されます。 

 

中途受講・振替受講 

  中途受講・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） 

  講座はすべてオンラインで行います（Zoomを使用）。授業開始５分前にはZoomに入り、ご準備ください。 

  下記のZoom環境をあらかじめ、ご確認ください。 

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。   

 
 
 
 
 
 
 

募集要項 
 

お申込みはこちらから 
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アクセス 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

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。 


