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お盆セミナー 
2018年8月11日(土)～8月16日(木) 

 

U-35（35歳以下）支援！ 20％割引キャンペーン ラストチャンス 
 

  

 科目名 レベル 講師 時間帯 
8/11 

(土) 

8/12 

(日) 

8/13 

(月) 

8/14 

(火) 

8/15 

(水) 

8/16 

(木) 

➣ 自立英語学習法 全 和久井 
午前・ 

午後 
  ●   

 

➣ 発信力・表現力 ビジネス編［初中級］ 初・中級 
岩瀬 & 

Curtis 
午前 ● ● ● ● ● ● 

➣ 発信力・表現力 ビジネス編［中上級］ 中・上級 
市村 & 

Curtis 
午後 ● ● ● ● ● ● 

➣ ロジカルスピーキング 中級 キマニ涌井 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～中級 藤倉 午前 ● ● ● ● ● 

 

 英会話 入門・初級 入門・初級 Curtis 午後 ● ● ● ● ● 
 

➣ ビジネスコミュニケーション 初級 初級 Alachiotis 午前 ● ● ● ● ● ● 

➣ 
ビジネスアウトプット   

-Speaking & Writing強化- 中上級 
中・上級 Rypcinski 午前 ● ● ● ● ● ● 

 クリティカルビジネスイングリッシュ 上級 Ritter 午後 ● ● ● ● ● ● 

 Mini MBA 上級 Hüg 午前 ● ● ● ● ● ● 

➣ 
ビジネスe-mailライティング  

-ピッタリな表現で用件が伝わる英語メール- 
初・中級 市村 午前   ● ● ●  

➣ 
ビジネスライティング  

-Advanced Writing Skills for Better         

 Business Communication- 

上級 Sandoz 午前  ●  ● ● ● 

 通訳メソッドで学ぶ 中国語入門 入門 
Chen & 

岡野 

午前・ 

午後 
● ●    

 

 

 

☆ 中国語入門集中 初登場 

☆ TOEIC®集中は『お盆セミナー 検定試験対策』パンフを 
 ご覧ください 

 

申込締切 7月27日（金） 
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/


 

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 和久井 ふみ 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 

8/13(月) 
09:30～15:50  (昼休み 12:40～13:40)  

[300分×全1回] 
7/27(金) 20 14,250円 53034 

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： プリント教材を講師より配付 

 
  



 

■ 発信力・表現力強化 （トレーニング＆応用）  

-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- 
科目名 講師 使用言語 

発信力・表現力 ビジネス編 初中級・中上級 
初中級：岩瀬 ますみ & Conor Curtis  

中上級：市村 文子 & Conor Curtis 

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 500点～ 

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

09:30～12:40  [180分×全6回]  
7/27(金) 12 55,440円 55364 

中上級 

TOEIC 700点～ 

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

13:40～16:50  [180分×全6回] 
7/27(金) 12 55,440円 50569 

「相手の意図を正しく理解し、言うべきことを瞬時に正しく伝える」英語力を身につけます。英語の筋トレコースです。 

さらに日本語を介在しない応用演習を3日目、6日目に加えた最強トレーニングコースです。 

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。声に出し

ながら、頭と身体で英語を習得するトレーニング型の科目です。日本と世界の最新経済・ビジネス事情を反映した教材を用い、ビジネスパーソンに

必要とされる英語スキルを、反復練習を重ねて身につけます。 

※ 「中上級」では「初中級」より高度な内容を取り上げ、より高速な「日→英変換トレーニング」を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  日本語を介在しないロールプレイで、自在な応用力を獲得 

 

使用教材： 初中級  ●英語運用力Output Level 1 (日米会話学院)  

 中上級  ●英語運用力Output Level 2 (日米会話学院)  

 

1日1ユニットを取り上げます。3日目、6日目はネイティブスピーカー講師による応用演習を行います。 

 初中級:  ユニット 1, 4, 6, 8 

 中上級:  ユニット 1, 3, 4, 6  

  



 

科目名 講師 使用言語 

ロジカルスピーキング 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～ 

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

13:40～16:50  [180分×全6回] 
7/27(金) 10 51,300円 55428 

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） 

 

■ 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 
8/11(土)、8/12(日)、8/13(月)、8/14(火)、8/15(水) 

10:00～12:10  [120分×全5回] 
7/27(金) 10 28,500円 53115 

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聞き取り、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。 

上級者にとっては発音の裏付けになるとともに、発信力を鍛える音読トレーニングに効果的に活用できます。 

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) 

  

 

 

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 



 

 

科目名 講師 使用言語 

英会話 入門・初級 Conor Curtis 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～ 

8/11(土)、8/12(日)、8/13(月)、8/14(火)、8/15(水) 

13:10～15:20  [120分×全5回] 
7/27(金) 10 28,500円 53122 

やさしい単語、シンプルな構文でも、楽しく会話をはずませることができます。 

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 

⚫ 旅について 

⚫ 仕事・学業・研究について 

⚫ 日本の文化について 

⚫ 日本の未来について 

（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： ●Speakout Starter Students’ Book and DVD-ROM Pack 2nd Ed. (Pearson) 

 

■ 実践・応用 - 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 William Alachiotis 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～ 

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

10:00～12:10  [120分×全6回] 
7/27(金) 10 34,200円 55210 

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 

⚫ 会社・職務を説明する 

⚫ アポを取る 

⚫ 個客を訪ねる 

⚫ アテンドする 

⚫ 見解を述べる 

使用教材： ●Business Venture 1 (Oxford University Press) 

 
科目名 講師 使用言語 

ビジネスアウトプット -Speaking & Writing強化- 中上級 William Rypcinski 英 

クラス 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(土)、8/12(日)、8/13(月)、8/14(火)、8/15(水)、8/16(木) 

10:00～12:10  [120分×全6回] 
7/28(金) 10 35,100円 50571 

定番プログラム 「ビジネスアウトプット」を6日間のコースに凝縮。 

プレゼン、ミーティング、ネゴシエーション、ライティングスキルを、まとめて習得します。 

様々なビジネススキルが組み込まれたケーススタディを通して、即役立つビジネス英語スキルを身につけます。 

キャリアアップを図る上でビジネス英語スキルは必須条件。コミュニケーションを深め、ビジネスを円滑にする強力なツールです。 

ビジネスで求められる迅速に正確にそして論理的に「話す」・「書く」スキルを、参加型トレーニングで身につけます。 
 

● Meeting   ● E-mail writing   ● Telephoning   ● Understanding reports   ● Presenting information 

 

Eメール作成では、サンプルの模範メールの他に講師からのフィードバックを受けることができます。 

 

(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 

 



 

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 Eric Ritter 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(土)、8/12(日)、8/13(月)、8/14(火)、8/15(水)、8/16(木) 

13:40～15:50  [120分×全6回]  
7/27(金) 10 36,960円 55682 

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) 

  



 

 ☆ Mini MBAは1セッションよりご受講いただけます。 
     1セッションご受講 9,900円。全6セッションご受講 55,240円（7％ off） 

科目名 講師 使用言語 

Mini MBA Joe Hüg  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(土)、8/12(日)、8/13(月)、8/14(火)、8/15(水)、8/16(木) 

09:30～12:40  [180分×全6回]  
7/27(金) 10 55,240円 55688 

猛スピードで変化を遂げるグローバルビジネスの最前線で強力な武器となる、コミュニケーション、クリティカルシンキング、ディベート、交渉スキル

を鍛えます。 

1. 効果的にコミュニケーションを取りながら組織形成をし、協働し、問題を解決するための基盤となる、ソフトスキル（クリティカルスキル）を強化

します。プレゼンテーションとケーススタディに基づくクリティカルディスカッションのスキルを6日間のセッションを通して高めます。 

2. 米国のトップMBAプログラムで必須学習事項である9つの原則にフォーカスして学びます。 

* Business Presentations & Business Case Discussions will be enforced during each class and are on-going skills 

throughout the course. 

使用教材： プリント教材を講師より配付 

8/11(土) Mini MBA - Session 1 学費: 9,900円 コード番号： 55691 

How to Study and Discuss Business Cases 

This course is for students who have not (or had limited exposure) used a Business Case in their studies. Students 

will be given a "how to do it" introduction to studying by the case method. Some brief/mini case studies (e.g. 

Facebook and RedBull Energy Drinks) will be used to strengthen students’ confidence in reading, evaluating, and 

discussing business cases.  

8/12(日) Mini MBA - Session 2 学費: 9,900円 コード番号： 55692 

Behavioral & Sharing Economics 

The sharing economy, a rising pattern in consumption behavior. The class focuses on young start-up companies 

(e.g. StickK.com and Uber) and how such companies facilitate product adoption via a B2B or B2C models. 

8/13(月) Mini MBA - Session 3 学費: 9,900円 コード番号： 55693 

Strategy: Responding to Disruption 

We will focus “disruptive” start-ups (e.g. Airbnb and Spotify), which have created a major challenge, if not a 

threat, to established industries. Students will learn how digital transformation impacts corporate culture, 

organizational structure, value proposition, and overall business. 

8/14(火) Mini MBA - Session 4 学費: 9,900円 コード番号： 55694 

The Internet of Things (IoT) 

We will discuss (e.g. Amazon, Alibaba) and other e-commerce giants. To summarize how the IoT will change the 

current e-commerce model; discuss the advantages, disadvantages and limitations of adopting the IoT in e-

commerce; and learn what business transformation companies undergo. 

8/15(水) Mini MBA - Session 5 学費: 9,900円 コード番号： 55695 

Innovation (Human-Centered Design) 

This course will examine IDEO, one of the world's leading design firms, and its human-centered innovation culture 

and processes. Students will study what managers can do to make their own organizations more innovative. In 

reaction to a rapidly changing competitive landscape. 

8/16(木) Mini MBA - Session 6 学費: 9,900円 コード番号： 55696 

Language and Globalization 

This course covers communication as a broad topic including other subjects (Strategy, Managing Human Capital, 

Managing Change). Discussions on companies (e.g. Rakuten) and what transformation, in regard to language and 

cultural perspectives, is taking place. 



 

■ ビジネスライティング 
科目名 講師 使用言語 

ビジネスe-mailライティング -ピッタリな表現で用件が伝わる英語メール- 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 

初級・中級 

TOEIC 300点～ 

8/13(月)、8/14(火)、8/15(水) 

10:00～12:10  [120分×全3回] 
7/27(金) 10 17,700円 55102 

英文ライティングの基礎、必須表現を学びます。よくありがちな英文法・英文構成のまちがいを確認し、一般的なビジネスシーンで多用されるE

メール・メモを自力で書く力を身につけます。 
 

「ぴったりな表現」で「用件が伝わる」英語のメールを「素早く」書くスキルを、手間ヒマかけずに手軽に1日で習得します。 

「件名」および「宛名」の書き方から始まり、メール本文を「目的・詳細・結び」の3つに分類してそれぞれの内容に適切な定番フレーズを学びます。 

難しいとされている表現の丁寧度の調整をするための簡単なルールを紹介します。分厚いメール文例集はもう不要です。ペアライティングなどの 

実践型のトレーニングを通じて、絞り込まれた必要最小限のルールを身につけ、短時間で英語のメールを書くことを可能にします。 

 

 

 

 

 

 

(学費には添削料が含まれています。) 

 

使用教材： ●ピッタリな表現で用件が伝わる英語メール (日米会話学院) 

  
科目名 講師 使用言語 

ビジネスライティング  

-Advanced Writing Skills for Better Business Communication- 
Philip Sandoz 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～ 

8/12 (日)、8/14(火)、8/15(水)、8/16(木) 

09:30～12:40 [180分×全4回]  

※ 8/13(月)は休みです。 

7/27(金) 10 35,100円 55686 

洗練された文体、状況と目的に適した表現で、ビジネスパートナーの信頼を勝ち取るEメール、レター、メモ、報告書作成術を身につけます。 

上級レベルのライティング力を更に向上させたいビジネスピープルにお奨めです。 

 

Topics to be taken up 

⚫ Business tone:  

How to write, impress and gain business 

⚫ High Order Concerns:  

Making sure writers have the correct focus, purpose, audience, document organization and writing 

development 

⚫ Accentuating the Positives: 

How to keep writing positive, no matter what the situation 

⚫ Standard Business Writing Formats:  

Letters, emails, invitations, sales letters, resumes, etc. 

⚫ Avoiding Common Business Writing Mistakes:  

Allowing students to benefit from the mistakes of others, both native and non-native business writers 

 

(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 

  

 

 

 

実践演習 

メールを作成 

構成 

目的（依頼・許可・提案・申出） 

詳細・背景・理由 

基本ルール 

件名・敬辞・結び・結辞 

まくら言葉 



 

■中国語入門 夏季限定速習講座 
科目名 講師 使用言語 

通訳メソッドで学ぶ 中国語入門 
Amis Chen &  

岡野 誠 
日英 

レベル 授業日時 申込締切 定員 学費 コード番号 

中国語 

入門 

8/11(土)、8/12(日) 

09:30～16:50  (昼休み 12:40～13:40) 

  [360分×全2回]  

7/27(金) 10 34,200円 57839 

夏の2日間を活用、中国語の基礎を学びませんか。いよいよニーズの高まる中国語に初トライするチャンスです。 

 

さまざまな音読練習にトライしながら、声に出して中国語を習得します。 

同時に中国の人々の習慣、考え方など、生きた中国社会・文化情報に触れることができます。 
 

1. 受信（聴き取り、読み取り） 

教材に出てくる新しい文法項目・語彙・表現を理解します。 

2. 反復練習 

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ことによって

中国語表現を体に染み込ませます。 

3. 応用練習（口頭、文書） 

より自由度の高い発信練習を行い、中国語での発信へのスムーズな回路を作ります。 

4. 文化・事情トピック 

急速に変化する中国社会について理解を深め、意思疎通から相互理解へ繋げるコミュニケーションの手がかりとします。 

 

使用教材： ●新訳第3版 中国語会話301(上) （語文研究社） 
 ●新ゼロからスタート中国語 文法編 （リサーチ出版） 

 

 講師紹介   

 

❑ 自立英語学習法 ❑ 発信力・表現力 ビジネス編 [初中級][中上級] 

❑ 英会話 入門・初級 
 和久井 ふみ 

 (Ms. WAKUI, Fumi) 

スキル・テーマ別英語、法人研修担当 

カリフォルニア州立大学大学院修士課程

修了（TESOL）、 フェリス女学院大学卒

（英文学） 

 Mr. CURTIS, Conor  

カリキュラム制英語、法人研修担当 

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） 

 

❑ 発信力・表現力 ビジネス編 中上級 

❑ ビジネスe-mailライティング 

 -ピッタリな表現で用件が伝わる英語メール- 

❑ 発信力・表現力 ビジネス編 初中級 

 

 

市村 文子 

（Ms. ICHIMURA, Ayako） 

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）、

当学院同時通訳科修了 

 

 

岩瀬 ますみ 

（Ms. IWASE, Masumi） 

スキル・テーマ別英語、法人研修担当 

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 

  



 

 

❑ ロジカルスピーキング ❑ 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 

 キマニ涌井 理恵 

（Ms. KIMANI WAKUI, Rie） 

スキル・テーマ別英語担当 

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）。 

 

 藤倉 浩美 

（Ms. FUJIKURA, Hiromi） 

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 

津田塾大学卒（英文学）。 

 

❑ ビジネスコミュニケーション 初級 ❑ ビジネスアウトプット 

 -Speaking & Writing 強化- 中上級 

 

Mr. ALACHIOTIS, William 

ビジネス英語、法人研修担当 

ヨーク大学（カナダ）卒（環境学-教育・

文化）。 

 Mr. RYPCINSKI, William 

法人研修担当 

サンフランシスコ州立大学 (MBA)、 

ペンシルバニア州立インディアナ大学 

（マーケティング） 

 

❑ クリティカルビジネスイングリッシュ ❑ Mini MBA  

 Mr. RITTER, Eric 

ビジネス英語、法人研修担当 

コロンビア大学大学院修士課程修了 

（国際情勢）。ニューヨーク州立大学卒

（経済学） 

 

 Mr. HÜG, Joe  

ビジネス英語、法人研修、グローバル 

人材育成プログラム担当 

コロンビアサザン大学大学院修士課程 

修了（MBA）、テンプル大学大学院修士

課程修了（EMBA）、ジョンズ・ホプキンズ

大学大学院博士課程在学中（教育学） 

 

❑ ビジネスライティング -Advanced Writing Skills for Better Business Communication- 

 Mr. SANDOZ, Philip  

ビジネス英語、法人研修担当 

上智大学卒（国際コミュニケーション）、 

ギルドホール大学卒（音楽） 

フリーランスライター 

  

  

❑ 通訳メソッドで学ぶ 中国語入門 ❑ 通訳メソッドで学ぶ 中国語入門 

 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） 

 岡野 誠 (Mr. OKANO, Makoto) 

カリキュラム制英語、法人研修担当 

中国でのビジネス歴15年 

東京外国語大学（ヒンディー語） 

 

 

 

  



 

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。 

U-35割引 

  35歳以下の方には、U-35割引として正規学費より20%の割引が適用されます。 

  ※お申込みの際は生年月日をご記入ください。 

  ※生年月日の記載のある身分証明書のコピー、またはスキャンしたデータをご提出ください。 

全科目受講割引 

  コース開始前営業日（8/10[金]）までにMini MBA全セッションのご受講をお申込の場合、学費が7％割引となります。 

  U-35割引との併用はできません。 

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。 

2018.6.20 

  

お申込みはこちらから 

mailto:info@nichibei.ac.jp）、


 

アクセス 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 


