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お盆セミナー 

2019年8月11日(日)～8月16日(金) 
科目名 レベル 講師 時間帯 

8/11 

(日) 

8/12 

(月) 

8/13 

(火) 

8/14 

(水) 

8/15 

(木) 

8/16 

(金) 

自立英語学習法 全レベル 藤倉 
午前・ 

午後 
●      

発信力・表現力 入門～初級 
入門～ 

初級 
藤倉 午前  ● ● ● ● ● 

発信力・表現力 中級 中級 内田 午後  ● ● ● ● ● 

発信力・表現力 上級 上級 岡本 午後  ● ● ● ●  

リスニング・スピーキング向上のための 

フォニックス・発音トレーニング 

入門～ 

初級 
藤倉 午後  ● ● ● ● ● 

上級者のための発音・リスニング  上級 水口 午後 ● ●     

英会話 入門～初級 

   Tokyo 2020対応 

入門～ 

初級 
CARGOS 午前   ● ● ● ● 

海外旅行・海外出張 サポートコース 初中級 
MASCHIO 

宇山 
午後  ● ● ● ● ● 

ビジネスコミュニケーション 初級 初級 
KANG 

MATTOS 
午前  ● ● ● ● ● 

ロジカルスピーキング  中級 宇山 午前  ● ● ● ● ● 

ビジネス ミーティング 
初中級 MASCHIO 午前  ● ●    

中上級 KOTYKHOV 午前    ● ●  

ビジネス プレゼンテーション 
初中級 COWAP 午後  ● ●    

中上級 BROWN 午後    ● ●  

ビジネス ライティング 
初中級 市村 午前    ● ●  

中上級 COWAP 午前  ● ●    

クリティカルビジネスイングリッシュ 上級 
MATTOS 

KOTYKHOV 
午後 ● ● ● ● ● ● 

転職・就職 採用される英文履歴書 中上級 水口 午前      ● 

転職・就職 採用される英語面接 中上級 水口 午後      ● 

 

 

申込締切 7月27日(土) 

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 藤倉 浩美 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 

8/11(日) 

10:00～16:20 (昼休み 12:40～13:40)  
[300分×全1回] 

7/27(土) 20 14,250円 53035 

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 

● 英語力をつけるために必要な学習時間  ● 英語学習に対する誤解  

● 質と量の学習のバランス   ● 見落としがちな読み・書き・文法 

 

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 

 

学習のプランの立て方 

 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  

-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 入門～初級・中級・上級 
 入門～初級： 藤倉 浩美 

 中級： 内田 絵梨 

 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 

入門～初級 

TOEIC 300点～ 

8/12(月)、8/13(火)、8/14(水)、8/15(木)、8/16(金) 

10:00～12:40 [150分×全5回]  
7/27(土) 12 35,620円 53117 

中級 

TOEIC 500点～ 

8/12(月)、8/13(火)、8/14(水)、8/15(木)、8/16(金) 

13:40～16:20 [150分×全5回] 
7/27(土) 12 35,620円 53329 

上級 

TOEIC 800点～ 

8/12(月)、8/13(火)、8/14(水)、8/15(木) 

13:40～16:50 [180分×全4回] 
7/27(土) 12 34,200円 53602 

受信（リスニング）と発信（スピーキング）を繋ぐ即時応用練習で、インプットからアウトプットへのスムーズな英語の発信回路をつくります。

英語に苦手意識のある方、伸び悩みを感じている方から、上級英語力に更に磨きをかけたい方まで、お奨めの英語の筋トレコース 

です。 

 

● 受信（聴き取り、読み取り） 

教材に出てくる新しい語彙・表現を文法事項・構文を完全に理解します。特に日本の英語学習者が犯しやすい誤りに注目し、正しい 

使い方を再認識し、正確に内容を理解します。 

↓ 

● 即時応用練習 

オーバーラッピング・シャドーイング・リテンション・ディクテーションなどの通訳トレーニングメソッドを用いて、繰り返し音読練習をする事により 

英語表現を身体に染み込ませます。 

↓ 

● 発信（口頭、文書） 

より自由度の高い日英転換演習を行い、英語での発信へのスムーズな回路をつくります。 

↓ 

● 応用練習 

 内容に関する質問に答える、内容をまとめる、自分の意見を述べるなど、トレーニングした内容をさらに発展させ、実践力を養います。 

 

 

入門～初級：中学英語が使いこなせれば、日常会話・旅行はokです。短期間に集中的な練習を行い、自信をつけましょう 

 

中級：わかりやすく論理的に話せることを目指します。仕事でも大いに役立つ発信力をこの機会に身につけましょう 

 

上級: すでに上級の英語力、一通りのビジネス表現を習得した方を対象に、仕事や雑談で役立つトピックを取り上げ、より洗練された 

コミュニケーション力の増強を目指します。 

 

使用教材： 入門～初級 ●究極のリーディング Vol.1 (アルク)  

 中級 ●即効！伊藤サムの反訳トレーニング (NHK出版) 

           上級 ●実践ビジネス英語 ニューヨークシリーズ ベストセレクション（NHK出版） 
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■ スピーキング強化 
科目名 講師 使用言語 

リスニング・スピーキング向上のためのフォニックス・発音トレーニング 藤倉 浩美 日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

入門～中級 
8/12(月)、8/13(火)、8/14(水)、8/15(木)、8/16(金) 

 13:40～15:50 [120分×全5回] 
7/27(土) 10 28,500円 53121 

5日間であなたの英語を変えましょう。リスニング・スピーキング向上に有効です。 

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、細部が聴き取れない、そんな悩みを解決します！ 

「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。 

 

●特徴 

「フォニックス」で発音トレーニングをすると ― 

- 英語特有の音、スペリングのルールや単語の仕組みがわかる 

- 発音が良くなる、自信を持って発音できる 

- 知らない単語でも推測して読める・書ける、新しい単語に遭遇した時の手助けになる 

- 自分の力で音読でき、書けるようになる 

- 英語を話すことが楽しくなる 

- リスニング・スピーキングのスキル向上につながる 

 

●取り上げる項目 

- 基本のフォニックスルールを確認 

- アルファベット・単語を正しく発音  

- フォニックスルールを応用し、単語単位から、文章単位で練習 

- 音の脱落／弱化／連結／同化などに注意し、英語のリズムを身体で身につける 

 

英語初級の方は発音に自信がつき、積極性がでます。 

楽しく発音トレーニングをし、英語力をアップしましょう！  

【英会話 入門～初級】と併せてのご受講が効果的です。 

 

使用教材： ●フォニックスってなんですか? 発音確認 エクササイズ用CD付 (mpi) 

 
 

 

 

科目名 講師 使用言語 

上級者のための発音・リスニング 水口 ひろみ 英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

上級 
8/11(日)、8/12(月) 

13:40～16:50 [180分×2回] 
7/27(土) 10 17,100円 53608 

6時間であなたの英語を変えましょう。 

リピート、シャドウイングを取り入れた徹底した発音コースです。リスニング・スピーキング向上にも有効です。 

 

TVドラマを鑑賞しながら、ネイティブスピーカー間の会話の中で見られる発音の特徴を学び、実際に口に出して練習します。 

今までどうしても聞き取れなかった英語が聞き取れるようになり、また話せるようなります。映画やドラマを字幕なしで観たい方、ネイティブライクな 

発音のコツをマスターしたい方にお奨めです。 

インターナショナルな環境で育ち、日英2つの母国語を持つ講師が、日本人の発音を理論に基づき分析、発音向上をサポートします。 

 

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 

英会話 入門～初級 Tokyo 2020対応 CARGOS, Kelly 英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

入門～初級 

TOEIC 300点～ 

8/13(火)、8/14(水)、8/15(木)、8/16(金) 

10:30～12:40 [120分×全4回] 
7/27(土) 10 22,800円 53126 

やさしい単語、シンプルな構文でも、楽しく会話を弾ませることができます。 

2019年夏はTokyo 2020に対応する内容を用意しました。 

 

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 

⚫ 仕事について 

⚫ スポーツについて（オリンピック競技種目を知ろう！） 

⚫ 東京・地方の見どころについて 

⚫ 日本の文化について 

（トピックは受講生のニーズにより変更します） 

【リスニング・スピーキング向上のためのフォニックス・発音トレーニング】と併せてのご受講が効果的です。 

使用教材： ●ゼロからスタート英語ボランティア 観光ガイド編（Jリサーチ出版） 

 

科目名 講師 使用言語 

海外旅行・海外出張 サポートコース 
MASCHIO, Chris 

宇山 美紀 
英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

初級～中級 

TOEIC 400点～ 

8/12(月)、8/13(火)、8/14(水)、8/15(木)、8/16(金) 

13:40～15:50 [120分×全5回] 
7/27(土) 10 28,500円 55212 

スムーズな海外旅行・海外出張のための準備コースです。 

 航空券、宿の手配から渡航先でのさまざまなやり取りまで、ちょっとした知識と英語力で、海外滞在はより楽しくより充実したものになります。 

 準備から現地での対応まで、役立つポイントを学び、ロールプレイで身につけます。 

 

取り上げるトピック例 

⚫ 宿泊地をみつける 

⚫ 航空券、ホテルを予約する 

⚫ ホテルで 

⚫ 金銭関係の問題に対応する 

⚫ 交通機関の利用法 

 

（トピックは受講生のニーズにより変更します） 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
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■ 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 

ビジネスコミュニケーション 初級 
MATTOS, Ethan 

KANG, Chia-Wei 
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(月)、8/13(火)、8/14(水)、8/15(木)、8/16(金) 

10:30～12:40 [120分×全5回] 
7/27(土) 10 28,500円 55231 

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 

⚫ 自己紹介する 

⚫ 会社・職務を説明する 

⚫ アポを取る 

⚫ 顧客を訪ねる 

⚫ アテンドする 

⚫ 見解を述べる 

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 中級 宇山 美紀 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～ 

8/12(月)、8/13(火)、8/14(水)、8/15(木)、8/16(金) 

10:00～12:40 [150分×全5回] 
7/27(土) 10 35,620円 55430 

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） 

 

  

 

 

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 

ビジネス ミーティング 初中級・中上級 
初中級： MASCHIO, Chris 

中上級： KOTYKHOV, Mikhail 
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 400点～ 

 8/12(月)、8/13(火)  

09:30～12:40 [180分×2回] 
7/27(土) 10 17,400円 55235 

中上級 

TOEIC 700点～ 

8/14(水)、8/15(木) 

09:30～12:40 [180分×2回] 
7/27(土) 10 17,400円 51551 

ビジネスミーティングのポイントを2日でマスターします。 

ロールプレイで実践演習を重ね、講師のフィードバックを受ける実践的なコースです。 

 

取り上げるトピック例 

初中級：● ミーティングの準備をする  ● ミーティングの流れを知る  ● 頻出語彙・表現  ● ディスカッションに参加する  

      ● 不明な点を確認する  ● 賛成する・反対する  ● meeting minutes (議事録)を書く 

       

中上級：● ミーティングの準備をする  ● 司会する（ミーティングを開く・流れをコントロールする・閉じる）  

      ● ファシリテーションのための語彙・表現   説得力のあるディスカッションを行う  ● ネゴシエーションをする   

      ● meeting minutes (議事録)を書く 

 

(学費には添削料が含まれています)   
 

使用教材： 初中級 プリント教材を講師より配付 

中上級 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 初中級・中上級 
初中級： COWAP, Stuart 

中上級： BROWN, Jonathan 
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 400点～ 

8/12(月)、8/13(火) 

13:40～16:50 [180分×2回]) 
7/27(土) 10 17,100円 55240 

中上級 

TOEIC 700点～ 

8/14(水)、8/15(木) 

13:40～16:50 [180分×2回]) 
7/27(土) 10 17,100円 51560 

ビジネスプレゼンテーションのポイントを2日でマスターします。 

実際にプレゼンテーションを行い、講師のフィードバックを受ける実践的なコースです。 

 

取り上げるトピック例 

初中級： ● プレゼンテーションの構成（Introduction・Body…Conclusion） 

 ● 頻出語彙・表現    

 ● Bodyを形成する３つの方法  

       ● Q & A（質疑応答）セッションの乗り切り方   

 ● デリバリー（アイコンタクト、声のボリューム、など） 

中上級： ● プレゼンを引き締める語彙・表現 

 ● 説得力のあるconclusionのポイント 

 ● PPTスライド作成のコツ 

 ● Q & A（質疑応答）セッションの乗り切り方 

 ● デリバリー（ピッチ、イントネーション、立ち位置、など） 

 

使用教材： 初中級 プリント教材を講師より配付 

中上級 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 

ビジネス ライティング 初中級・中上級 
初中級： 市村 文子 

中上級： COWAP, Stuart 

日英 

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 400点～ 

8/14(水)、8/15(木) 

09:30～12:40 [180分×2回] 
7/27(土) 10 17,400円 55244 

中上級 

TOEIC 700点～ 

8/12(月)、8/13(火) 

 09:30～12:40 [180分×2回] 
7/27(土) 10 17,400円 51564 

ビジネスライティングのポイントを2日でマスターします。実際に書き、講師の添削を受ける実践的なコースです。 

 

初中級： 英文ビジネスEメール 

Eメールの構成と表現を、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。そばに置いて即参照できるテキストを配付、 

 翌日からオフィスで使用することができます。 

中上級： 英文ビジネスEメール・ミーティング議事録・レポート 

微妙なニュアンス、フォーマル過ぎずカジュアル過ぎない表現など、読み手に好感をもって受け取られるメールのコツを書きながら 

 学びます。 

       ミーティング議事録/レポート 

       必要な構成要素・定型表現を学びます。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。 

 

(学費には添削料が含まれています)   
 

使用教材： 初中級 ●ピッタリな表現で用件が伝わる英語メール（Office Beyond） 

 中上級 プリント教材を講師より配付 

   
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 
MATTOS, Ethan 

KOTYKHOV, Mikhail 
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～ 

8/11(日)、8/12(月)、8/13(火)、8/14(水)、8/15(木)、8/16(金) 

13:40～15:50 [120分×全6回]  
7/27(土) 10 36,960円 51604 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2018年度とは異なったトピックスを取り上げます。 
 

使用教材： ●Critical Business English Reference Guide (日米会話学院) 
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科目名 講師 使用言語 

①転職・就職・キャリア開発 採用される英文履歴書 

②転職・就職・キャリア開発 採用される英語面接 
水口 ひろみ 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 
8/16(金) 

10:00～13:10 [180分×全1回] 
7/27(土) 10 10,400円 55448 

② 
8/16(金) 

14:10～17:20 [180分×全1回] 
7/27(土) 10 9,400円 55474 

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. 様々な履歴書のサンプルを読んでみる 

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

3. 履歴書に必要なuseful expressions, vocab を学ぶ 

4. ポジティブかつインパクトのある言葉使い 

5. 書き方のルールとは？ 

6. 自分の経歴を使い、履歴書を作成してみる 

7. カバーレターの書き方 
 

(学費には添削料が含まれています)   
 

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履歴書を作成し、8/7（水）までに intensive@nichibei.ac.jp までご提出ください。 

 

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、実際の面接の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. 必ず聞かれる質問とその受け答え 

2. 挨拶の仕方、好印象を与えるには？ 

3. 自分の経歴を2min. speech 

4. すべき答え方と、してはいけない答え方 

5. Situational question の攻略法 

6. 面接のシミュレーション（個人面接） 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 

①②セットでの受講をお奨めします。 
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 講師紹介   
 

講師情報 担当コース 
BROWN, Jonathan   プライベートレッスン、法人研修担当。 

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）。 

●ビジネス プレゼンテーション 中上級 

CARGOS, Kelly  スキル・テーマ別英語、小中高生英語プログラム、 

法人研修担当。 

オックスフォード大学修士課程在籍中（応用言語学）、 

マカレスター大学卒（日本語・心理学）、 

早稲田大学国際教養学部留学。 

●英会話 入門～初級  

 Tokyo 2020対応 

COWAP, Stuart  

 

 

ビジネス英語、法人研修担当、プログラムコーディネータ。 

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） 

●ビジネス プレゼンテーション 初中級 

●ビジネス ライティング 中上級 

FUJIKURA, Hiromi 

藤倉 浩美 
 スキル・テーマ別英語、法人研修担当、プログラムコーディネータ。 

津田塾大卒（英文学）。 

●自立英語学習法  

●発信力・表現力 入門～初級 

●リスニング・スピーキング向上のため 

 のフォニックス・発音トレーニング 

ICHIMURA, Ayako 

市村 文子 

 カリキュラム制プログラム、法人研修担当。 

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。 

●ビジネス ライティング 初中級 

KANG, Chia-Wei  スキル・テーマ別英語、小中高生英語プログラム、法人研修

担当。 

サンホセ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）。 

●ビジネスコミュニケーション 初級 

KOTYKHOV, Mikhail  ビジネス英語、法人研修担当。 

オークランド工科大学（MBA)、 

クバンス州立大学卒（経済学）。 

●ビジネス ミーティング  中上級 

●クリティカルビジネスイングリッシュ 

MASCHIO, 

Christopher 
 スキル・テーマ別英語、ビジネス英語、法人研修担当、 

プログラムコーディネータ。 

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）。 

●海外旅行・海外出張 サポートコース 

●ビジネス ミーティング 初中級 

MATTOS, Ethan  スキル・テーマ別英語、小中高生英語プログラム、法人研修

担当。 

ホバートアンドウィリアムスミスカレッジ卒（公共政策・社会学・

女性学）。 

●ビジネスコミュニケーション 初級 

●クリティカルビジネスイングリッシュ 

MIZUGUCHI, Hiromi 

水口 ひろみ 
 法人研修担当。 

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）。 

●上級者のための発音・リスニング 

●転職・就職 採用される英文履歴書 

●転職・就職 採用される英語面接 

OKAMOTO, Keiko 

岡本 恵子 
 スキル・テーマ別英語、通訳者養成プログラム、法人研修担当。 

津田塾大学卒（英文学）。 

フリーランス翻訳家。 

●発信力・表現力 上級 

UCHIDA, Eri 

内田 絵梨 
 ビジネス英語、法人研修担当。 

シドニー大学大学院修士課程修了（現代美術）、 

慶應義塾大学卒（政治学）。 

英語教育機関にて英語コース担当。 

●発信力・表現力 中級 

UYAMA, Miki 

宇山 美紀 
 ビジネス英語、法人研修担当 

テンプル大学ジャパン大学院修士課程修了（TESOL）。 

ボンド大学大学院修士課程修了（MBA）、 

上智大学卒（英文学）。 

●海外旅行・海外出張 サポートコース 

●ロジカルスピーキング 中級 
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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「テキスト使用科目とご購入のお知らせ」にてご案内いたします。 

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 

  「お盆セミナー」は、早期申込割引の適用はございません。 

振替受講 

  「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。 

2019.6.12 

 

 
 
 
 
 

お申込みはこちらから 
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