
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手続代行】株式会社 毎日エデュケーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2021 年 8 月 4 日(水) ～ 8 月 31 日(火) ＜4 週間＞】 

中国語教育の実績はトップクラス 

1962年創立の北京語言大学は、中国の大学の中で唯一、世界への中国語普及と外国人向け中国語・中国文化

教育を主要任務とする大学です。毎年数千人単位で世界各地から留学生を受け入れています。また、全国の教育機関

で使われている中国語教材の出版や中国語教師の育成も行なっており、中国語教育機関としては実績・評判ともに中国

トップクラスの、パイオニア的存在になっています。 

コース情報: オンラインコースも定評あり。 

北京語言大学はオンラインコースをいち早くスタートし、世界中の学生の中国語学習をサポートしてきました。定期開講し

ているのでリピート受講する学生も徐々に増えてきています。 

コースは週 5日（月～金）毎日 4 コマ（午前または夜間）受講するです。 

授業はミーティングアプリを使いライブで行われ、同時に録画されるシステムになっているので、後で見直すことも可能です。

テキストは電子版のものをダウンロードしたり担当教師のパワーポイント資料を使いながら進められます。（担当教師より 

メールにて課題が出されることもあり）授業で何か質問があれば WeChat から担当の先生にいつでも質問ができるように 

なっています！ 

中国語講座  
中国【北京語言大学】のオンライン 

授業に参加しませんか。 

コロナ禍のため現在中国渡航が出来ませんが、 

今年夏の中国語短期研修はオンラインで開催されます。 

中国【北京語言大学】の短期集中プログラムをご案内しま

す。中国留学に抵抗がある方も、まずはオンライン授業か

ら、中国語の学習を始めてみませんか。 

中国語授業後に補講（毎週 3時間）や文化体験 

（期間中に 1回）も設定されています。 

オンライン 

M
O
N

 

毎日エデュケーション 2021年度夏期／オンラインプログラム 
 



★無料試聴★以下のリンクからサンプル授業（録画）をご覧いただけます！ 

https://admission.blcu.edu.cn/spzx/list.htm 

≪プログラム概要≫ 

◆受講期間：＜4週間＞ 2021年 8月 4日(水) ～ 8月 31日(火) 

◆研修実施機関：北京語言大学 速成学院（中国・北京市） 

◆研修内容：北京語言大学 2021年オンライン漢語課程 

 ＜短期漢語速成オンライン課程＞ 

【普通漢語課程】 

中国語の運用能力向上を目的とした短期オンラインプログラムです。入門～上級のレベル 

ごとに文法及び日常会話はもちろん，中国語の 4技能（リスニング・リーディング・ 

ライティング・スピーキング）を総合的に学びます。 

①オンライン対面中国語授業【月～金曜日】 4時間/日×20日間＝80時間 

   ＊電子教材使用（無料）。授業の録画が無料で視聴可能。 

②補講（無料：中国語授業時間外） 3時間/週×4週間＝12時間 

③文化体験（無料：期間中に 1回実施予定） 

           ＊修了証・成績表発行（PDF） 

◆受講時間帯：【月～金曜日】下記 A またはＢから選択 

A. [午前] 日本時間 9:30～13:30（現地時間  8:30～12:30） 

B. [ 夜 ] 日本時間 19:00～22:50（現地時間 18:00～21:50） 

◆クラス編成：レベル別グループレッスン ＊1クラス（レベル）10～15名前後 

＊10名に満たなかったレベルは開講されません。申込人数が 10名に満たない場合は他の 

時間帯への変更をお願いする場合や取消となる場合がございますので予めご了承ください。 

※日本の夏休み中に実施されるため，多くの日本人学生が参加している場合があり，クラス 

によっては日本人がほとんどを占める可能性があります。 

◆クラス分けテスト：申請手続き完了後、事前にオンラインクラス分けテストを行います。 

クラス分けテストに関しては、別途ご案内します。 

◆プログラム参加条件：15~60歳の健康な方（高校生可）、インターネット環境が整っていること 

◆受講に必要なもの： 

①インターネット接続のあるパソコンまたはタブレット（スマートフォンは推奨されていません） 

  ②マイク    ③ウェブカメラ 

  ④以下のプラットフォームを使用します。事前に設定やアカウント作成が必要です。 

                腾讯会议（VooV Meeting） https://voovmeeting.com 

                微信（WeChat）   https://weixin.qq.com 

                钉钉（Ding talk） https://www.dingtalk.com 
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お一人様： 92,750 円 (税込) 

＜プログラム費用 79,550円、当社オンライン授業受講手続き代行手数料 13,200円(税込)＞ 

最少催行人数：1名様から参加可能 （当プログラム催行決定の場合） 

受講費用について 

□受講費用に含まれないものの例 

原則として左記以外のもの。その一部を例示します。 

⚫ オンライン授業で発生する通信費 

⚫ パソコン、マイク等のデバイス類 

取消料について 

7月  1日(木) ～ 7月 15日(木)  13,200円 

7月 16日(金) ～ 8月  3日(火)  18,750円 

8月  4日(水) 以降（100％）     92,750円 



 

第 1 条 オンライン授業受講手続きサポートサービスの定義 

1. 「毎日エデュケーション／オンライン授業受講手続きサポートサービス（以下、サポート

サービス」は、株式会社毎日エデュケーション（以下、当社）がオンライン授業受講を希

望される方のために、オンライン授業受講手続き代行手数料を申し受けることによって、

オンライン授業受講先として希望する学校に対する受講申請手続き代行、学校へのプ

ログラム費用の支払いなどの代行と、それに付帯する相談、情報提供などを行うもので

す。なお、受講先での課程修了、資格取得等を請け負ったり、その他受講中あるいは終

了後の申込者に対して何らの保証を行うものではありません。 

2. オンライン授業受講手続き代行を行う学校の研修内容は、各教育機関が独自に企

画、運営し提供するものであり、当社が自ら研修に関するサービスの提供を行うもので

はありません。 

第 2 条 オンライン授業受講手続きサポートサービスで提供するサービス 

サポートサービスの申込者（以下、お客様）に提供するサービスは、以下の通りです。 

①学校への受講申請手続きの代行／お客様が希望する学校の受講申請必要書類をご

案内し、受講申請手続きを代行いたします。 

②学校へのプログラム費用支払い手続きの代行／お客様が学校へ支払うべきプログラム

費用は、当社が学校より請求を受け、内容を確認の上、所定の手続きに基づいて学校

へ送金いたします。 

③相談、情報提供／オンライン授業受講に関する疑問や不安を解消するための相談、

情報提供を随時承ります。 

第 3 条 オンライン授業受講手続きサポートサービスのお申込み条件 

1. 当社の申込条件を充分に理解し、当社およびオンライン授業実施校の規則を遵守で

きる方。 

2. 未成年の方がお申込みになる場合は、オンライン授業受講手続きサポートサービス 

参加同意書に申込みに同意する旨の保護者・保証人（法定代理人）の署名捺印が必要

です。 

3. ご希望のオンライン授業受講手続きを行うにあたって必要な条件を満たしていないと

当社が判断した場合、サポートサービスへのお申込みをお断りすることがあります。 

第 4 条 オンライン授業受講手続きサポートサービス契約の成立 

1. サポートサービス契約は、サービスの提供を受けるご本人を申込者とし、その署名が

記された参加同意書を受け取り申し込みを承諾し、オンライン授業受講手続き代行手

数料を申込金として当社が受理したときに成立します。 

2. サポートサービス契約は、お申込み時に決定し、当社にお伝えいただいた受講先学

校およびコースに限って有効な契約です。 

3. お支払いいただいたオンライン授業受講手続き代行手数料は、取消しが発生した場

合、契約日から起算して 8日目までは全額を返金いたします。また 9日目以降の取消

しのときは、その全額を取消料に振り替えます。 

第 5 条 オンライン授業受講手続き代行手数料 

第 2条に規定するサポートサービスの手数料は以下の通りです。 

   オンライン授業受講手続き代行手数料 13,200円（税込） 

第 6 条 必要書類 

1. サポートサービスをご利用いただくにあたって受講申請手続きに必要な書類は、参加

申込み後に当社より別途ご案内いたします。 

2. お客様は、指定された書類に指定された言語にて必要事項を記入の上必ず指定の

期日までにご提出ください。指定の期日までに提出いただけない場合は、当社よりサポ

ートサービス契約の継続を解消することがあります。 

第 7 条 オンライン授業受講手続き代行手数料の他に当社が請求する費用 

オンライン授業受講手続き代行手数料は第 2条に述べるサービスを提供することに対 

してお支払いいただくものです。学校に支払うプログラム費用は当該料金とは別途必要 

です。算定は学校側の規定に基づき、当該校からの請求をもとに当社が円貨に換算し 

てお客様にご請求します。 

第 8 条 お客様による契約の取消し 

1. お客様はお申込みの後も、取消料を支払うことによりいつでも契約を取消すことがで

きます。その際、申込者ご本人（申込者が未成年の場合は合せて保護者・保証人の方）

から取消しの旨を記載した書面を当社にご提出いただく必要があります。当該書面を当

社が受け取った日が、取消し成立日となります。 

2. お客様がご負担する取消料は、お客様が当社に支払いが完了しているかいないかに

かかわらず発生します。当社より未請求またはお客様から未払いの段階での取消の場

合、ご請求することになります。現地教育機関でコース開始後、無断や正当な理由がな

い欠席、取り止めや退学をした場合、現地教育機関に支払い済みのプログラム費用お

よび当社にお支払いいただいたオンライン授業受講手続き代行手数料の返金には応じ

られないことがあります（取消規定参照）。 

第 9 条 当社による契約の解除 

1. お客様に以下に定める事由が生じたとき、当社は催告の上、サポートサービス契約を

解約できるものとします。 

①書類提出の不履行／定められた期日までに必要書類の提出がなく、手続きに支障を

きたす恐れがあるとき。 

②費用、料金の支払いの不履行／定められた期日までに必要な費用、料金の支払いが

ないとき。 

③連絡の不能／お客様が所在不明となるか、1 ヶ月以上に渡り連絡不能になったとき。

（この場合は、催告なく解約といたします） 

④当社に提出する申込書並びに学校提出書類などに記するべき内容が事実と異なって

いることが判明した場合。また、そのことにより、オンライン授業受講手続きに支障が発

生するなど、サポートサービス契約を履行できないと判断したとき。 

⑤その他の事由により、当社がやむをえない事由があると判断したとき。 

2. 前項に述べる事由により当社が契約を解約した場合、既にお支払い済みのオンライ

ン授業受講手続き代行手数料の返金は致しません。また、プログラムの取消料が発生

する場合はご請求いたします。 

第 10条 当社の責任 

1. 当社は第 2条に掲げる各サービスを履行するにあたり、明らかに当社の過失によりお

客様が申込みをされた学校のオンライン授業が受講できなかった場合、当社にお支払

いいただいたいかなる費用もお返しいたします。 

2. 当社がサポートサービス契約により責に任じるのは、お客様が希望する学校のオンラ

イン授業受講手続きであって、オンライン授業開始後においてお客様もしくは学校によ

って発生した紛争およびお客様が被る被害に対して責を負うものではありません。 

第 11条 当社の免責事項 

1. お客様が以下の事由により、申請した学校の受講が不許可になった場合又は許可さ

れたコースの全部または一部を受講できなかった場合は当社はその責を負いません。 

①以下に掲げる理由により学校が受講を許可しなかった場合 

ア．お申込みコースが既に定員に満ちていた 

イ．参加資格などの制限事由があった 

ウ．日本における学業成績などが、受講レベルに達していないと判断した 

エ．その他、学校の判断により受講が拒否された場合 

②以下の理由により、コース開始日までに受講申請手続きが完了しなかった場合 

ア．明らかな学校側のミスがあった 

イ．天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、陸海空における不慮の災難、交通事故、郵便 

事情、政府およびそれに準ずる公共団体の命令などのやむをえない理由により受 

講申請手続きがコース開始日までに完了できないとき。 

ウ．お客様が当社の指定する期日までに必要書類を提出しなかった。 

エ．その他当社が関与し得ない事由による場合 

③受講許可が降りているにもかかわらず、以下の理由によりお客様が希望コースの一部

または全部を受講できなかった場合 

ア．明らかな学校側の通達ミスがあった 

イ．天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、陸海空における不慮の災難、交通事故、政府 

およびそれに準ずる公共団体の命令などのやむをえない理由により受講希望コー 

スが開講されないか、中途において継続不能になった。 

ウ．学校の事情により、学校そのものが閉鎖されたか受講希望または受講中のコース 

が中止された 

エ．お客様の学業成績が該当レベルに達していなかった 

オ．お客様の個人的な理由により受講を拒否された 

カ．お客様のインターネットの通信不良により受講が出来なかった 

キ．学校の規定により、退学等の措置を講じられた。 

2. 第 1 項に掲げる理由のうち、①のア、イ、②のア、イ、③のア、イ、ウのいずれかの理

由によるもので、お客様が学校、コース、開始日、期間などの変更を希望される場合、

当社は、最初にお申込みになったコースの開始日から数えて 1年以内に開始するコー

スであることを条件に、1回のみ変更手数料なしにサポートサービス契約の変更を承りま

す。ただし、サポートサービス契約そのものを取消す場合は取消料が必要です。 

3. オンライン授業受講開始後、お客様に生じた損害に対して当社はその責を負いませ

ん。お客様個人の責任において行動していただきます。お客様の故意又は過失により、

学校の規則等に違反し、もしくは公序良俗に反する行為を行った結果生じた責任、賠

償等は全てお客様に帰属するものであり、当社はその責を負いません。また、それらの

行為により当社が損害を被った場合は、当社はお客様に対し損害賠償を請求します。 

4. 当社はお客様の希望校の最新資料に基づきご案内、手配をいたしますが、サポート

サービス契約後に学校側の事情により、授業内容、費用、コース開始日や期間などに

変更があった場合も当社は責任を負いません。 

第 12条 個人情報の取り扱いについて 

1. 当社は、サポートサービス申込みの際に提出された個人情報（過去に取得したものを

含みます）について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、申込みいただ

いたオンライン授業受講申請手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この

他には、お客様の個人情報を許可なく使用することはありません。 

2. お客様は、個人情報を提供しないこともできますが、その場合当社からオンライン授

業受講手続きに必要なサポートサービスを提供できないことがあります。 

3. 外部委託について 

当社は旅行業及び留学支援事業に関わる円滑なサービスを提供するため、また、 

円滑かつ効率的な事業活動を遂行するため、個人情報保護体制について一定の水準 

を満たしていると認める委託先に個人情報を預託することがあります。また、当該預託先 

における管理については必要かつ適切な監督を行います。 

4. 個人情報に関する本人の権利 

お申込み時に提供された個人情報に関する権利（開示、利用目的の通知、訂正、 

追加又は削除、利用の停止、消去及び提供の拒否権）は、ご本人からの要請であること 

を確認し、遅滞なく行います。 

5. 個人情報に関する相談、苦情、開示請求 

以下までお問い合わせください。 

株式会社毎日エデュケーション 

個人情報保護管理者：海外留学サポートセンター・マネージャー 

E-mail:overseas@myedu.co.jp 

 

 

 

 

毎日エデュケーション／オンライン授業受講手続きサポートサービス 条件書 



 

振込先：三菱ＵＦＪ銀行 神田支店 

   普通口座 １２３０３８２ 

    カ）マイニチエデュケーション 

 
 

 

 

 

参加希望者は、当パンフレットの条件をご確認いただき、下記締切日までに下記リンクまたは QRコードより 

｢オンライン授業受講手続きサポートサービス申請フォーム｣ に必要事項を入力して送信してください。 

併せて、「参加同意書」を PDFにして当社まで送信または郵送してください。 

受講費用のうち、13,200円 を申込金として申し受けます。申込締切日までに下記銀行口座宛にお振り込みください。 

また、誠に勝手ながらお振込手数料はお客様にてご負担いただきたくお願い申し上げます。申込金は受講費用の一部 

になります。なお、振込人は申込人本人の氏名にしてください。 

  ＊「申請フォーム」への入力の仕方について質問等がある場合は、 

   当社までお問い合わせください。 

  ＊オンライン授業受講手続きサポートサービス契約は、毎日エデュケーションが申請フォーム・参加同意書を受け取り 

契約の締結を承諾し、「申込金」を受理した時に成立します。 

申込締切日： ６月３０日（水）１７：００（締切厳守） 

提出先： 株式会社毎日エデュケーション  ✉ kenshu@myedu.co.jp 

▼オンライン授業受講手続きサポートサービス申請フォーム 

     https://forms.gle/iN1nWM6ux9pg8Fnf6 QR コードはこちら⇒ 

 

 

 

7月上旬に北京語言大学オンラインプログラム申請案内をメール送信または現住所宛に郵送させていただき

ます。案内に従って、北京語言大学入学申請フォームから入力・送信、パスポートコピー1部（2021年 8月

31日以降まで有効）と証明写真1枚をご準備いただき、7月15日(木)までに当社へ送付してください。 

 

 

金額をご確認の上、7月 26日(月)までに最寄りの銀行よりお振込みください。参加者ご自身の口座から 

ではなく、保護者・保証人の方の口座からお振込みになる場合は当社までご一報ください。 

 

 

北京語言大学よりクラス分けテスト、プログラム案内が届きましたら随時お知らせいたします。 

 

 

 

問い合わせ・お申し込み先 【手続代行】 

株式会社 毎日エデュケーション 海外留学サポートセンター 

担当：鳥居 透（ﾄﾘｲ ﾄｵﾙ） 

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル 1F 

ﾌﾘｰｺｰﾙ：0120-655153  【受付時間】月～金 9:30～18:00 

TEL：03-6267-4188  FAX：03-3215-8293 

E-mail：kenshu@myedu.co.jp   https://ryugaku.myedu.jp/ 

 

●個人情報の取扱いに関して 

 ㈱毎日エデュケーションは、このプログ

ラム実施に関して得た個人情報(過去に取

得したものを含む)を、参加者との間の連

絡のために利用するほか、プログラム実施

における各種手続き等の手配及びそれらサ

ービスを受領するための手続きに必要な範

囲内で利用させていただきます。この他に

は、参加者の個人情報を許可なく利用する

ことはありません。 

お申込みからオンライン授業受講まで 

１ 
応募方法・受付期間  

2 
オンライン授業受講手続きのご案内 

費用のお支払い 7月中旬までに請求書をお送りします。 
3 

クラス分けテスト、受講案内のお知らせ 4 

８月 4 日(水) オンライン授業スタート 5 

mailto:kenshu@myedu.co.jp

