
 

 

 

2019 年 4 月期 

 

無料体験レッスン 
 

◼ ビジネス英語 

◼ スキル・テーマ別 

◼ 検定試験対策 

 
 

 

 

期間： 3月14日(木)~3月16日(土) 

 

  



 

 
〖 終了後、カウンセリングを実施。お気軽にご相談ください。 〗 

ビジネス英語 

 

 

  

ビジネス プレゼンテーション 中級1 TOEIC600点～ 

公開講座日程 3月16日（土） 10:00～11:00 

グローバルプレゼンテーションを乗り切るスキルを習得します。日本語で行うプレゼンテーションとの 

違いを明確にし、［伝えたい内容をいかに文化の違いを超えて伝えるか］を考えていきます。 

曜日 時間帯 4月期 授業日程 回 申込締切 最大定員 学費 コード番号 

土 10:30～12:30 
4/6～6/29 

（5/4休み） 
11 3/23(金) 10 50,820円 65449 

◼ 講師プロフィール  宇山 美紀 (Ms. UYAMA, Miki) 
 

カリキュラム制英語、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） 

ビジネス ミーティング 中級2 TOEIC700点～ 

公開講座日程 3月14日（木） 19:30～20:30 

グローバルミーティングを乗り切るスキルを習得します。国内の会議との違いを明確にし、「文化の違いを 

超えていかに話し合いを充実させ、結論に導くか」を追求します。 

曜日 時間帯 4月期 授業日程 回 申込締切 最大定員 学費 コード番号 

火 19:30～21:30 
4/9～6/25 

（4/30休み） 
11 3/23(金) 10 50,820円 65509 

◼ 講師プロフィール  一泉 ナオ子 (Ms. ICHIIZUMI, Naoko) 
 

ビジネス英語、法人研修担当。慶応義塾大学卒(文学部英米文学科) 



 

 

 

 

  

ビジネス ネゴシエーション 上級1 TOEIC800点～ 

公開講座日程 3月14日（木） 19:30～20:30 

グローバルミーティングを乗り切るスキルを習得します。国内の会議との違いを明確にし、「文化の違いを 

超えていかに話し合いを充実させ、結論に導くか」を追求します。 

曜日 時間帯 4月期 授業日程 回 申込締切 最大定員 学費 コード番号 

木 19:30～21:30 
4/11～6/27 

（5/2休み） 

5/4休み） 

11 3/23（金） 10 50,820円 65616 

◼ 講師プロフィール  Mr. KOTYKHOV, Mikhail 
 

ビジネス英語プログラム、法人研修担当。 

オークランド工科大学修士課程修了（MBA）、クバン州立大学卒（経済学）。 

Ted Talksでスピーキング 中級1 TOEIC600点～ 

公開講座日程 3月16日（土） 11:20～12:20 

「TED Talks」を使って、スピーキング力・ディスカッション力を鍛えます。題材の語彙・表現・文法・ 

 内容の確認、要旨のまとめを経てディスカッションを行い、自身の意見を述べます。 

曜日 時間帯 4月期 授業日程 回 申込締切 最大定員 学費 コード番号 

月 7:30～8:30 
4/8～6/25 

（4/29、5/6休み） 
10 3/23（金） 10 28,700円 65438 

◼ 講師プロフィール  Ms. CHEN, Amis 
 

検定試験対策、法人研修担当。マルチメディア大学（マレーシア）修士課程修了（MBA） 

Cambridge TKT、Cambridge CELTA。 



 

 

スキル・テーマ別 

 

 

  

実践スピーキング 初級１ TOEIC400点～ 

公開講座日程 3月15日（金） 19:00～20:00 

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。 

曜日 時間帯 4月期 授業日程 回 申込締切 最大定員 学費 コード番号 

火 19:00～21:00 
4/12～6/28 

（5/3休み） 
11 3/23（金） 10 50,820円 63240 

◼ 講師プロフィール  Mr. MASCHIO, Christopher 
 

カリキュラム英語、ビジネス英語、法人研修担当 

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） 

語源から習得する英単語増強 中級2 TOEIC700点～ 

公開講座日程 3月15日（金） 13:30～14:30 

語源を学ぶと、よく知らない単語の意味を推測することができる様になります。単語群を系統立てる 

ことにより、一単語ずつ覚えようとするよりも、新しい単語を素早く習得できるようになります。 

曜日 時間帯 4月期 授業日程 回 申込締切 最大定員 学費 コード番号 

金 13:30～15:30 
4/12～6/28 

（5/3休み） 
11 3/23（金） 12 50,820円  64503 

◼ 講師プロフィール  Mr. IVANICK, Loring 
 

カリキュラム制英語、スキル・テーマ別英語担当。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） 



 

 

 

 

検定試験対策 

 

リプロダクションで英語力強化 超上級 TOEIC900点～ 

公開講座日程 3月14日（木） 14:00～15:00 

英検1級合格者レベルの方、TOFEL iBT100点以上または、同等の力がある方が対象に、

さらなる上級英語力強化を目指し、難読文章読解、スピードのある会話の聞き取り、 

文法・語彙強化を行います。 

曜日 時間帯 4月期 授業日程 回 申込締切 最大定員 学費 コード番号 

木 13:00～15:10 
4/11～6/27 

（5/2休み） 
11 3/23（金） 15 56,040円 63710 

日 14:40～16:50 
4/7～6/23 

（5/5休み） 
10 3/23（金） 15 51,000円 63716 

◼ 講師プロフィール   浅尾 文恵（Ms. ASAO, Fumie） 

千葉大学卒（教育学部にて英語学、特に音声学、脳と言語の関係を学ぶ）。 

仏語、独語を習得し、東京大学教養学部にて研究生として古典ギリシャ語、 

ラテン語を学ぶ。官公庁、公開講座でのフランス語指導を始め、語学学習者が 

効果的に学習できるように、サイトトランスレーションやシャドーイングを授業に取り入れて指導。 

英検®準1級  初級2 TOEIC500点～ 

公開講座日程 3月15日（金） 19:00～20:00 

合格のための英語を徹底して学ぶことができます。1次の最大のポイントとなる語彙、長文読解力、 

リスニング力を強化し、ライティング対策も行います。2次対策として論理的に「話す力」を養います。 

曜日 時間帯 4月期 授業日程 回 申込締切 最大定員 学費 コード番号 

金 19:00～21:00 
4/12～6/28 

（5/3休み） 
11 3/23（金） 15 56,040円 66424 

◼ 講師プロフィール 村松 剛 (Mr. MURAMATSU, Takeshi) 
 

検定試験対策、法人研修担当 

上智大学卒（外国語学部英語科）。St. Norbert College交換留学 

様々な教育機関で留学準備、試験対策講座を中心に指導。 



 

アクセス 
 

 

＜ お申し込み方法 ＞ 

 
各体験授業日前営業日の17:00までに、電話またはメールにてお申込みください。 

各回 先着10名様。 

次の情報をお送りください。 ●お名前  ●ご連絡先メールアドレス、電話番号  ●希望科目  
 

 一般財団法人国際教育振興会 日米会話学院 

 Tel: 03-3359-9621  Eメール: info@nichibei.ac.jp 

 東京都新宿区四谷1-50（現在駅前地区再開発事業のため仮校舎に移転中） 

 事務取扱時間  平日： 09:00～20:00  土曜： 09:45～17:30 

2019.3.4 

mailto:info@nichibei.ac.jp

