
 

開講月 受講形態 授業日程 学費 コード番号 

1月 

教室にて 
受講 

1/19、3/16、5/18 
※期間中、オンデマンド聴講も可能です。 

18,000 円 
学割あり 

50604 

ライブ・ 
オンデマンド聴講 1/19、3/16、5/18 12,000 円 

学割あり 
50608 

曜日 時間帯（分） レベル 使用言語 教室定員 

水 18:30～20:00（90分） 上級1 TOEIC 800点～ 英 12 

■ 講座概要： 

・ Ambassador Fujisaki will continue to lead the discussion on the current issues affecting the world 
today from his angle as a seasoned diplomat.  

・ The quarterly lecture series will feature brief comments from Mr. Fujisaki with focus on the article 
assigned as a pre-reading, with all participants encouraged to participate in subsequent 
discussions.  

・ An interactive dialogue with the Ambassador promises to offer exciting opportunities for all to 
exchange their views in English and learn new perspectives on the world today. 

■ Topics to be designated： 
The October series focused on topics including Afghanistan and Myanmar. 
(Topics in the January and April quarters will be designated at a later stage) 
10 月期はアフガニスタン、ミャンマーを含むホットな国際問題に焦点を当てました。 
（1 月期・4 月期のトピックは後日指定します）  

■ 使用教材：The Economist, Foreign Affairs など都度指定します。 

■ Special Tuition for University/Graduate school Students：JPY 3,000 
大学生・大学院生には学生証の提示にて授業料 3,000 円が適用されます。 

◆教室にて受講: https://www.nichibei.ac.jp/search/class/template.php?code=50612 
◆ライブ・オンデマンド聴講: https://www.nichibei.ac.jp/search/class/template.php?code=50615 

講師プロフィール 元駐米大使、国際教育振興会賛助会会⾧、日米協会会⾧、中曽根平和研究所理事⾧ 

1947 年神奈川県生。1969 年外務省入省。アジア局参事官、在米大使館公使などを経て、1999 年北米局⾧、
2002 年外務審議官、2005 年在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使、2008 年駐米大使、2012 年退官。
現在、中曽根平和研究所（NPI）理事⾧、一般社団法人日米協会会⾧、北鎌倉女子学園理事⾧を務める。
慶応大学、ブラウン大学、スタンフォード大学院、英国国際戦略研究所にて学ぶ。 

Ichiro Fujisaki is currently President of Nakasone Peace Institute and President of the America-Japan Society of Japan. 
He had been a Japanese diplomat who served as ambassador to the United States from 2008 to 2012. Before that he 
was Ambassador to the United Nations and to the World Trade Organization in Geneva, serving as the chairman of the 
Executive Committee of the United Nations High Commissioner for Refugees. His other Ministry of Foreign Affairs posts 
include terms as deputy director-general for Asian Affairs, political minister in the Embassy of Japan in Washington DC, 
director-general for North American Affairs before being appointed as the Deputy Foreign Minister. He studied at Keio 
University, Brown University and Stanford University Graduate School. 

大久保 良夫氏特別講座「国際金融を語る The Financial System and the Economy 金融システムと経済」と併せ
てのご受講をお勧めします。 

  

一般財団法人国際教育振興会 日米会話学院 

特 別 講 座 
A dialogue with Ichiro Fujisaki former Japanese 

Ambassador to the US 

元駐米大使 藤崎 一郎 氏 

 



募集要項 
 
 

 

受講申込及び学費納入 

1．学院Webサイトから、またはEメール（info@nichibei.ac.jp）にてお申し込みください。 

https://www.nichibei.ac.jp/form/application.php 

2．申込日から数日後を目処に「受講案内」（学費納入のお知らせ等）をお送りします。 

 ご確認の上、指定日までに学費を納入してください。学費納入をもって聴講手続き完了といたします。 

 振込手数料は聴講者負担となります。 

 ※学費のお支払いが法人の場合は、請求先欄にその旨をご記載ください。後日、請求書をお送りします。 

中途受講・初回配信日以降のご受講開始について 
 受講・聴講は配信期間中、いつからでも開始できます。 
 教室受講：既に実施済みの講義をオンデマンドで聴講することができます。（リアルタイムでのオンライン聴講
 はできません。） 
 オンデマンド聴講：実施中の授業をライブで、あるいは後からオンデマンドで聴講することができます。 
 配信期間：～2022年5月25日（水） 

受講辞退について 
 開講前日までのご辞退につきましては承ります。学費のご納入がお済みの場合は、1,000円の手数料を差し引いて

ご返金申し上げます。 
 開講後につきましては、ライブまたはオンデマンド聴講に対応しておりますので受講辞退の適用はございません。 

教材 
お手続き後に学院からお送りする「受講のご案内」に記載のURLよりダウンロードしていただけます。 

授業見学 
授業見学の適用はございません。 

早期申込割引 
早期申込割引の適用はございません。 

21.1２.3 

 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEL 03-3359-9621 
FAX 03-3353-8908 
 
〒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3階 
 
JR中央線・総武線/東京メトロ丸ノ内線・南北線 
四ツ谷駅徒歩3分 
 
事務取扱時間 
平日：午前10午後7時30分 
土曜：午前9時45分～午後5時30分 

www.nichibei.ac.jp 

お申し込みは 
こちらから 

 


