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短期集中セミナー (お盆期間) 
 

 科目名 時間帯 
8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 

(金) (土) (日) (月) (火) 

➣ 自立英語学習法 午前~午後  ●    

➣ 英語で学ぶ世界遺産 午前 ● ● ● ● ● 

➣ クリティカルシンキング [中級] 午前 ● ● ● ● ● 

➣ クリティカルビジネスイングリッシュ [上級] 夜間 ● ● ● ● ● 

➣ 発信力・表現力強化 ビジネス編 [初中級] 午後 ● ● ● ● ● 

➣ 発信力・表現力強化 ビジネス編 [中上級] 午前 ● ● ● ● ● 

➣ まとまりで話すビジネス英語 [中級] 午前   ● ●  

➣ ビジネスアウトプットトレーニング [初中級] 午前 ● ●  ● ● 

➣ ビジネスアウトプットトレーニング [中上級] 午後 ● ●  ● ● 

➣ ビジネスe-mailライティング [初中級] 午後  ● ●   

➣ ビジネスライティング [上級] 夜間 ● ● ● ● ● 

➣ 転職・就職 採用される英文履歴書の書き方 午前   ●   

➣ 転職・就職 採用される英語面接の受け方 午後   ●   

➣ ビギナーのための リスニング レベルアップ［初級］ 夜間 ● ● ● ● ● 

➣ リスニング＆ディスカッション －TED Talksで学ぶ－ [中級] 午後 ● ● ● ● ● 

➣ 
TOEFL® iBTテストとは 

 －申込からテスト内容、勉強方法まで－ 
午前~午後  ●    

➣ TOEIC® テスト ターゲット730 午後 ● ● ● ●  

➣ 
TOEIC® テスト 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－ 
午前~午後 ● ● ● ● ● 

 

 
 
 
 

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 鈴木 滋 日英 

レベル 授業日時 受付開始 申込締切 定員 学費 コード番号 

全レベル 
8/13(土) 9:30～16:10  
(昼休み 12:40～14:00)  

[300分×全1回] 
受付中 7/29(金) 20 13,870円 53032 

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 

 
■ 英語で文化を学ぶ 

科目名 講師 使用言語 

英語で学ぶ世界遺産 大藤 素子 日英 

レベル 授業日時 受付開始 申込締切 定員 学費 コード番号 

中級 

TOEIC 600点～ 

8/12(金)、13(土)、14(日)、15(月)、16(火) 

10:00～12:40  [150分×全5回] 
受付中 7/29(金) 10 35,500円 53442 

今話題の「世界遺産」について英語で学び、発信します。日本を訪れる外国人とのコミュニケーショントピックとしても役に立ちます。 

現在、世界には1000以上もの世界遺産が登録されています。その中には、誰もが知っている建造物から、日本ではあまり知られていない自然

環境まで多くの遺産があります。現在はインターネットによって、日本にいながらこれらの遺産の情報を集めたり、映像を楽しむことができます。 

授業では、毎回一つの世界遺産に焦点を合わせ、それらがどのように英語で表現されているかを学びます。ある程度理解したところで、これらの

遺産を英語で紹介しているビデオを視聴し、学んだ英語がどのくらい聞き取れるかチェックしてみましょう。最後にこれらの情報を英語で発信する 

練習をします。 

旅行や歴史、建築が好きな方におすすめです。世界遺産には、普段触れたことがないような英語が出てきます。歴史的な建物を表現するための

英語を知っていると、海外での遺跡や教会見学がこれまでより一層楽しめるようになります。一方で日本の世界遺産登録も増え続けています。

日本を訪れる外国人が増える中、日本が誇る自然や文化を外国人に正しく伝えてみましょう。 
 

 Day1 世界遺産の基礎知識 

 Day2 ヨーロッパの世界遺産 (1) 

 Day3 ヨーロッパの世界遺産 (2) 

 Day4 日本の世界遺産 (1) 

 Day5 日本の世界遺産 (2) 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
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■ ビジネス力アウトプット 
科目名 講師 使用言語 

クリティカルシンキング Joe Hüg 英 

レベル 授業日時 受付開始 申込締切 定員 学費 コード番号 

中級 

TOEIC 600点～ 

8/12(金)、13(土)、14(日)、15(月)、16(火) 

10:00～12:40  [150分×全5回] 
受付中 7/29(金) 10 38,500円 55413 

クリティカルシンキングの思考法を学び、ディスカッションスキルと英語コミュニケーション能力を高めます。 

日ごろ、感情、憶測、思い込みに頼った、意思決定をしていませんか？ますます複雑化し、早いテンポで変わっていく現代社会の動向を見極め、

満足のいく判断を積み重ねていくために｢健全で合理的な｣意思決定法の習得を目指します。クリティカルシンキングは優れたビジネスリーダーの

最も重要な資質と言われています。クリティカルシンキングの手順に従って、問題を見出し、解決するスキルを体験的に学びながら、思考力と 

ディスカッション／ディベートスキルを同時に鍛えます。 

取り上げるトピック 

 クリティカルシンキングで使われる用語の理解とその使い方 

 より優れた意思決定を可能にするロジックとは？ 

 効果的なデータ収集で、意見を論証する／反証する 

 フレームワークを活用した事例研究 

 短期的・長期的に考える。そして常に考える。 

クラスの流れ 

 

 
 

コースでは、事実を見つけ、収集した情報やデータをフレームワークに落とし込み、合理的な意思決定に辿り着くことトレーニングを 

ディスカッション、ディベートを通して行います。講師はファシリテータとして受講生の発言を促し、発展させ、フィードバックを与えます。 

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 Kelly Cargos 英 

レベル 授業日時 受付開始 申込締切 定員 学費 コード番号 

上級 

TOEIC 800点～ 

8/12(金)、13(土)、14(日)、15(月)、16(火) 

19:00～21:10  [120分×全5回] 
受付中 7/29(金) 10 30,800円 55624 

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。 

 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) 

  

 

 クリティカルに考える 

 分析的に考える 

 戦略的に考える 

 素早く考える 

 ロジカルに話す 

 簡潔にまとめる 

 文法的に正しく話す 

 自分の考えを評価する 

 他者の考えを評価する 

 建設的に話す 

 問題を解決する 

 新しいアイデアを生み出す 

 チームで取り組む 

 他者の意見を受け入れる 

要約する 考える 

解決する 評価する 

Lecture   
Q & A 

Pair/Group  
Discussion & Presentation 

Class 
Discussion & presentation  

課題について 
プレゼンする 

初見のデータの
分析 

リサーチ結果と 
データの要約 

プレゼン 

解決策の 
評価 

新しいアイデアで
問題解決 

プレゼン力 分析力 
体系化力 要約力 
ロジカルスピーキング 

コミュニケーション力 発想力 
意思決定力 問題解決力 

人の意見を聞く力 客観的判断力 
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科目名 講師 使用言語 

発信力・表現力強化 ビジネス編 初中級・中上級 
初中級：藤倉 浩美 

中上級：キマニ涌井 理恵 
日英 

クラス 授業日時 受付開始 申込締切 定員 学費 コード番号 

初中級 

TOEIC 500点～ 

8/12(金)、13(土)、14(日)、15(月)、16(火) 

14:00～17:10  [180分×全5回]  
受付中 7/29(金) 12 46,200円 55317 

中上級 

TOEIC 700点～ 

8/12(金)、13(土)、14(日)、15(月)、16(火) 

9:30～12:40  [180分×全5回] 
受付中 7/29(金) 12 46,200円 55559 

「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。 

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。 

 

取りあげる場面： 会議、プレゼン、電話応対など 

 

トピック： 依頼、提案、賛成・反対、確認、比較、説明(会社概要、ミッション、財務報告)など 

 

トレーニングの流れ： 

 Input  ··················· 音読・オーバーラッピング・シャドーイング、頭ごなし訳(英→日・日→英)、虫食い音読 
    ↓ 

 Pattern Practice  ····· リテンション、重要表現の徹底した反復練習 
    ↓ 

 Output  ················· 高速和文英訳・Task-basedトレーニング 

使用教材： 1日1ユニットを取り上げます。 

初中級: ●英語運用力 Output Level 1  (日米会話学院) 

 ユニット 1, 3, 5。残りの2ユニットは受講生と講師が相談の上決定 

中上級: ●英語運用力 Output Level 2  (日米会話学院) 

 ユニット 1, 3, 4。残りの2ユニットは受講生と講師が相談の上決定 

 
科目名 講師 使用言語 

まとまりで話すビジネス英語 高橋 郁弥 日英 

レベル 授業日時 受付開始 申込締切 定員 学費 コード番号 

中級 

TOEIC 600点～ 

8/14(日)、8/15(月) 

9:30～12:40  [180分×全2回] 
受付中 7/29(金) 10 17,100円 55424 

文章のタイプ別の型を活用して、説得力があり、まとまりのある文章(2～3分)を話す訓練をします。 

目標 

 よく使われる「全体の構成」「展開が見える表現」「文法」を身につけて、充実した内容を、理路整然として筋の通った分かり易い 

英語で話す。 

特徴 

 まとまりのある文章を話す時に、「全体の型・展開が見える表現・文法」に当てはめることで、伝えたい内容に集中して話すことができるように

なるため、より分かり易く伝えることを目指します。 

 文章のタイプごとに必要な「全体の型・展開が見える表現・文法」を考えずに口から出てくるまで、徹底的な反復練習をします。 

 身近なトピックからビジネスまで幅広いトピックを扱い、繰り返し話す練習をします。 

授業の流れ 

 

 

 

 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 

  

型のトレーニング 

「全体の構成」「展開が見える

表現」「文法」を反復練習 

実践演習 

まとまりのある文章（2～3分）

で話す練習を繰り返し行う 

型の理解 

文章の種類ごとによく使われる「全体の構

成」「展開が見える表現」「文法」を理解 
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科目名 講師 使用言語 

ビジネスアウトプットトレーニング 初中級・中上級 Stuart Cowap 英 

クラス 授業日時 受付開始 申込締切 定員 学費 コード番号 

初中級 

TOEIC 500点～ 

8/12(金)、13(土)、15(月)、16(火) 

10:00～12:40  [150分×全4回]  
受付中 7/29(金) 10 28,400円 55319 

中上級 

TOEIC 700点～ 

8/12(金)、13(土)、15(月)、16(火) 

14:00～16:40  [150分×全4回] 
受付中 7/29(金) 10 28,400円 55561 

「知っているけれど使えない」を、発信型の「使える」ビジネス英語スキルに変えます。 

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 
 

各スキルを受講生のレベルに合わせて指導します。 

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。 

【ビジネスアウトプットトレーニング 上級】では、Formality(More formal / Less formal)も学びます。 

使用教材： プリント教材を講師より配付 

 
■ 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 初中級 吉野 舞起子 英 

レベル 授業日時 受付開始 申込締切 定員 学費 コード番号 

初中級 

TOEIC 500点～ 

8/13(土)、14(日) 

14:00～17:10  [180分×全2回] 
受付中 7/29(金) 10 17,700円 55323 

伝えたい内容を、誤解をまねかないように正しく伝える書き方を学びます。 

状況と相手による語彙の使い分け・ロジカルな構成・簡潔な表現など、ビジネスを遂行するために必要なライティングのスキルを実践トレーニングで

磨きます。相手や場面に合わせて適切な言葉遣いでメールを書く方法を学びます。 

使用頻度の高い場面を題材に、実際にメールを書き、講師がフィードバックをします。 

 ライティングの4C(Clear、Concise、Correct、Courteous)  

 メール頻出表現 

 様々な目的のメールの構成 

 相手や状況に合わせて適切なフォーマル度(フォーマル・カジュアル)で書く 

(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 

ビジネスライティング 上級 Philip Sandoz 英 

レベル 授業日時 受付開始 申込締切 定員 学費 コード番号 

上級 

TOEIC 800点～ 

8/12(金)、13(土)、14(日)、15(月)、16(火) 

19:00～21:10  [120分×全5回] 
受付中 7/29(金) 10 30,000円 55628 

ビジネスを遂行するために必要なライティングのスキルを実践トレーニングで磨きます。 

相手や場面に合わせて適切な言葉遣いで書く方法を学びます。使用頻度の高い場面を題材に、実際に書き、講師がフィードバックをします。 

ビジネス文書を書く際に必須の、簡潔、明瞭、率直な表現方法と平易で一貫性のある形式を学習します。実用的な文書を数多く取り上げます

(メモ、短い報告書、事業計画書など)。文書の目的を明確にするために行う事前の分析から、表現を洗練させるために行う書き終えた後の 

編集と修正作業までの全ての過程を、様々な演習を通して身につけます。 

(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 
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■ 転職・就職対策 
科目名 講師 使用言語 

①転職・就職 採用される英文履歴書の書き方 

②転職・就職 採用される英語面接の受け方 
Robert O’Hara 英 

レベル クラス 授業日時 受付開始 申込締切 定員 学費 コード番号 

中級 

TOEIC 600点～ 

① 
8/14(日) 9:30～12:40 

[180分×全1回] 
受付中 7/29(金) 10 9,400円 55416 

② 
8/14(日) 14:00～17:10 

[180分×全1回] 
受付中 7/29(金) 10 9,400円 55420 

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。 

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. 履歴書のサンプル(Chronological、Functional、Combination) 

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

3. 採用したくなる履歴書の共通点 

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 

6. 履歴書の作成 

7. カバーレターの書き方 

8. 次の応募までにすべきこと 

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、個人面接・集団面接など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. 面接までの準備 

2. 必ず聞かれる質問とその受け答え 

3. すべき質問としてはいけない質問 

4. 面接官はここを見ている！ 

5. 面接のシミュレーション(個人面接・集団面接) 

6. 次の面接までにすべきこと 

①②セットでの受講をお奨めします。 

使用教材： プリント教材を講師より配付 
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■ スキルアップ 
科目名 講師 使用言語 

ビギナーのための リスニング レベルアップ 初級 小山 克明 日英 

レベル 授業日時 受付開始 申込締切 定員 学費 コード番号 

初級 

TOEIC 400点～ 

8/12(金)、13(土)、14(日)、15(月)、16(火) 

19:00～21:10  [120分×全5回] 
受付中 7/29(金) 12 28,500円 53213 

リスニングの際に重要なコツを学び、同時にリスニング力強化のための自分自身で実践できる効果的なメソッドを学びます。 

CNN(英語ニュース)から厳選された興味深い国際ニュース教材を使用して、リスニング力を磨いていきます。 

 

英語のリスニング力向上のための具体的な方法がわからない、実践練習をしているのになかなか聴き取れない、といったビギナーレベルの方々を

対象に、聴き取りのコツ、英語の語順でキャッチする方法、ディクテーション、リピーティング、オーバーラッピング、シャドーイング、成りきり音読など、

リスニング力を効果的に向上させるためのコツを集中的に学びます。 

使用教材： 

● CNNニュース・リスニング 2016 [春夏] (朝日出版社)  

 
科目名 講師 使用言語 

リスニング＆ディスカッション ―TED Talksで学ぶ― Musashi Harukawa 英 

レベル 授業日時 受付開始 申込締切 定員 学費 コード番号 

中級 

TOEIC 600点～ 

8/12(金)、13(土)、14(日)、15(月)、16(火) 

14:00～16:10  [120分×全5回] 
受付中 7/29(金) 10 28,500円 55422 

NHK「スーパープレゼンテーション」でおなじみのTED Talksを用いて、リスニング力、ディスカッション力を鍛えます。 

様々な分野のフレッシュなプレゼンテーションをDVDで鑑賞し、内容についてディスカッションやディベートを行います。 

旅行、ショッピング会話は何とかなるが、もう少し突っ込んだ話し合いができるようになりたい、話題の幅を広げたいという方々のために、 

わかりやすく論理的にディスカッションを展開させるトレーニングを行います。 

また、話題により反対／賛成両方の立場から1つの話題について論じるディベート形式のトレーニングも取り入れます。 

受講生はディスカッション／ディベートの各段階で講師のフィードバックを受け、その後話し合いの内容をクラスにプレゼンし、再度講師の 

フィードバックを受けます。 

 

授業の流れ 

 

 

 

 

使用教材： プリント教材を講師より配付 

  

TED Talk 鑑賞 
語彙・構文・ 

内容の確認 

ディスカッション 

＆ フィードバック  

プレゼン  ＆ 

フィードバック 
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■ 検定試験対策 *TOEFL® and TOEIC® are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS. 

科目名 講師 使用言語 

TOEFL® iBTテストとは ―申込からテスト内容、勉強方法まで― 
高橋 郁弥 &  

Kelly Cargos 
日英 

レベル 授業日時 受付開始 申込締切 定員 学費 コード番号 

全レベル 

8/13(土)  

9:30～17:10 (昼休み 12:40～14:00) 

[360分×全1回] 

受付中 7/29(金) 14 17,000円 56001 

留学だけでなく、国内大学入試の判定基準としても、注目されているTOEFL iBTテスト。まずはテストの概要を。 

TOEFL iBTテストは学術的な英語運用能力を測るための試験として、昨今、英語圏への留学だけでなく、国内の大学入学試験など、 

その重要度や注目度が益々高まってきています。 

TOEFLに向けて勉強することは、留学・大学入学試験などの目的達成だけでなく、真の英語力獲得への近道であると言っても過言ではあり 

ません。 

本講座では、試験を受験するにあたっての申し込み方法から、本番当日までの注意点なども取り上げ、TOEFL iBTテストとはどういうものなの

か、その概要を説明し、対策方法を考察します。 

セクション別に実際に問題を解いていただき、試験の難易度や出題傾向を把握し、どのような点に気を付けて解答すべきなのかについて解説しま

す。また、それぞれのセクション（Reading、Writing、Listening、Speaking）攻略のための、具体的な勉強方法も提示します。 

日本人とネイティブスピーカー講師が共同で担当します。TOEFL iBTテストを受験されたことがない方でも、試験の全体像を掴めるような構成に

なっています。留学を考えている、またTOEFLテストでの大学受験を考えている方などにお薦めします。 

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 

TOEIC® テスト ターゲット730 高橋 郁弥 日英 

レベル 授業日時 受付開始 申込締切 定員 学費 コード番号 

中級 

TOEIC 600点～ 

8/12(金)、13(土)、14(日)、15(月) 

14:00～17:10   [180分×全4回] 
受付中 7/29(金) 12 34,200円 56417 

TOEICテスト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。 

TOEICテストを短期間でスコアアップするのに必要な「英語力」と「試験本番での解答スキル」を４日間で身につけます。 

演習問題を通じて英語力をつけるとともに、各パートの特徴と攻略法を解説します。また「英語力」をつけるためには日々の継続的活動が必要

不可欠なため、日々の学習の中で「何をすべきか」について自己学習の方法を提示します。TOEICテストは他の語学試験に比べ、スピード、集

中力、持続力が求められます。その部分を問題演習を通じて体得します。 

➤ 英語力強化 

 リスニング：リスニングセクションで必要な語彙力とは。リスニング力をあげる訓練(何を聴き、何を聴かないのか) 

 リーディング：リーディングセクションで必要な語彙力とは。TOEICにおける特殊なリーディング手法。速読力強化、基本文法強化。 

➤ 試験本番での解答スキル 

 パート毎の解き方の解説 

 リスニングセクションのリズムとリーディングセクションの時間配分 

➤ 自己学習法 

 何をすべきでないか。何をすべきか。 

➤ 圧力演習 

 短時間で問題を解く演習 

使用教材： 

●CD付 改訂版 5日で攻略 TOEICテスト730点！ (アルク) 

●TOEICテスト公式問題集新形式問題対応編 (国際ビジネスコミュニケーション協会) 
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科目名 講師 使用言語 

TOEIC® テスト 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― 
小山 克明 日英 

レベル 授業日時 受付開始 申込締切 定員 学費 コード番号 

中上級 

TOEIC 700点～ 

8/12(金)、13(土)、14(日)、15(月)、16(火) 

9:30～17:10 (昼休み 12:40～14:00) 

[360分×全5回] 

受付中 7/29(金) 12 79,200円 56576 

TOEICテスト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。 

TOEICテスト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。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、着実に得点力を高めます。同時に、

英語力アップのコツや効果的な学習法を身につけます。 

 

➤ テスト対策スキル 

 パート別対策： 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： 時間内に全問解切る時間配分 

 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： 

●TOEICテスト公式問題集新形式問題対応編 (国際ビジネスコミュニケーション協会) 

●改訂版 新TOEIC TEST英文法出るとこだけ (アルク) 

●改訂版 新TOEIC TEST英単語出るとこだけ (アルク)  
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 講師紹介  
 

 鈴木 滋 (Mr. SUZUKI, Shigeru)  【自立英語学習法】 

 

 

アメリカで英語教師としてのキャリアをスタートし、世界中の方を受講生に持ち数多くのクラスを担当。 

帰国後はビジネスマンを中心に担当し、幅広く活躍している。 

これまでに100社以上にてビジネスコミュニケーション・TOEICテスト対策・Emailライティング・会話のための英文法などの 

英語研修を指導。教材開発や新しい教授法の開発にも携り、中高英語教員への指導法の教育も行っている。 

サンホセ州立大学修士課程修了（Teaching English to Speakers of Other Languages：英語教授法専攻） 

 

 大藤 素子 (Ms. OOTO, Motoko)  【英語で学ぶ世界遺産】 

 

ヒューストン大学大学院 博士課程単位修得満了（教育学）、 

ベルモント大学大学院修士課程修了（教育学）、青山学院大学文学部英米文学科卒。 

大学および英語教育機関にて英語コース担当。 

 

 Mr. Joe Hüg 【クリティカルシンキング】 

 

テンプル大学 経営学修士（EMBA）。 

大学講師（医療／ビジネス）。 

ビジネスに関するセミナーや短期／長期集中研修を実施。また、経営幹部から新入社員までグローバルに活躍する 

大企業のコンサルティングも行っている。 

 

 Ms. Kelly Cargos 【クリティカルビジネスイングリッシュ】 【TOEFL®
 iBTテストとは ―申込からテスト内容、勉強方法まで―】 

 

マカレスター・カレッジ卒（日本語、心理学）、早稲田大学国際教養学部留学。日米学生会議参加。 

卒論として俵万智のサラダ記念日を翻訳、日本語上級。趣味：マラソン、園芸、マンガなど。 

12歳から日本に興味をもち、日本文化をこよなく愛す。当学院専任講師。 

 

 藤倉 浩美 (Ms. FUJIKURA, Hiromi)  【発信力・表現力強化 ビジネス編  初中級】 

 

津田塾大学卒（英文学）。 

当学院英語教員対象英語教授法セミナー・小中高生英語プログラム コーディネーター。 

 

 キマニ涌井 理恵 (Ms. KIMANI WAKUI, Rie)  【発信力・表現力強化 ビジネス編  中上級】 

 

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）。 

 

 高橋 郁弥 (Mr. TAKAHASHI, Ikuya) 

  【まとまりで話すビジネス英語】 【TOEFL® iBTテストとは ―申込からテスト内容、勉強方法まで―】 【TOEIC®テスト ターゲット730】 

 

ロンドン大学大学院修士課程修了（国際学と外交）、上智大学卒（英文学）、当学院同時通訳科卒。 

通訳案内士（英語・仏語）。JICE研修監理員（英語）。当学院専任講師。 

プログラム担当。 
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 Mr. Stuart Cowap 【ビジネスアウトプットトレーニング 初中級・中上級】 

 

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。 

 

 

 吉野 舞起子 (Dr. YOSHINO, Makiko)  【ビジネスe-mailライティング 初中級】 

 

コロンビア大学ティーチャーズカレッジ大学院教育学博士。 

早稲田大学講師、コロンビア大学ティーチャーズカレッジ大学院エルベンウッド研究所研究員。 

 

 Mr. Philip Sandoz 【ビジネスライティング 上級】 

 

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。 

 

 Mr. Robert O’Hara 【転職・就職 採用される英文履歴書の書き方】 【転職・就職 採用される英語面接の受け方】 

 

フロリダメトロポリタン大学大学院修士課程修了（MBA）、ミネソタ州立大学卒（科学）。 

当学院法人研修担当。 

 

 小山 克明 (Mr. OYAMA, Katsuaki) 

  【ビギナーのための リスニング レベルアップ 初級】 【TOEIC®
 テスト 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―】 

 

テンプル大学大学院修士課程修了（TESOL）、早稲田大学卒（生体機能学）。 

明海大学外国語学部英米語学科非常勤講師、東洋学園大学英語開発センター兼任講師、 

東京理科大学大学院共通教育プログラム講師。英検1級・TOEICテスト990点満点取得。 

主な著書「新TOEICテスト 900点突破20日間プログラム」（アルク） 

 

 Mr. Musashi Harukawa 【リスニング＆ディスカッション ―TED Talksで学ぶ―】 

 

オックスフォード大学卒（哲学、政治学および経済学） 

当学院法人研修、集中英語プログラム、小中高生英語プログラム担当。 



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） 所定の「受講申込書」に必要事項を記入し、学院窓口に提出するか、FAX（03-3353-8908）、Eメール（info@nichibei.ac.jp）、または 

郵送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、送信後電話でご連絡ください。 

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 

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

「使用教材」欄をご確認ください。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 

  「期間限定特別科目」、「お盆期間 短期集中セミナー」は、早期申込割引の適用はございません。 

振替受講 

  「期間限定特別科目」、「お盆期間 短期集中セミナー」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。       2015.6.10 
 

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1-50 

（四谷駅前地区再開発事業に伴い仮校舎へ移転中） 

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  

四ツ谷駅下車徒歩5分 
 

●事務取扱時間 平日： 午前9時～午後8時  

 土曜： 午前9時45分～午後5 時30

分 


