
 
一緒に学んでみませんか？ 

“Medical/Healthcare English for Communication”  

「けんこうと英語」 & 「くすりと英会話」 

“Pharmaceutical & practical English in use” 

         

Please join us and learn together! 

 

 

 
《MELSA Café @Online》 & 《MELSA Café @Shimbashi》 一般公開講座 

Basic 

session 

Continuing 

session 

Pharmaceutical & Practical 

English session 

MELSA  

Special Seminar 

対象 MELSA 会員 MELSA 会員 MELSA 会員 MELSA 会員／非会員 

内容 

けんこうと英語 

①基礎編 

Quiz The 100 

＊クイズ形式で数問 

けんこうと英語 

②継続編 

Quiz The 100 

＊クイズ形式で数問 

③くすりと英会話 

OTC 薬販売・保険薬局 

Quiz The 100 

＊クイズ形式で数問 

日本人講師 

（主に日本語＋英語） 

または 外国人講師 

（主に英語） 

教材 教本① 教本② 教本③ 資料配布 

時間 80 分 80 分 80 分 90 分（含 Q&A） 

学習形式 

曜日 

時間帯 

《Zoom》 

第 3 木曜 14:30-16:00 

宍倉一徳先生 

《現地会場オフ会》 

第 4 or 第 3（大森） 

火曜日 19:30-20:50 

水曜日 13:30-14:50 

《Zoom》 

第 2 木曜 20:00-21:30 

宍倉一徳先生 

＊9 月以降、 

曜日・時間帯が変更

する可能性あり。 

 

《Zoom》 

第 3 木曜日 10:00-11:30 

（大森） 

《現地会場オフ会》 

第 4 or 第 3（大森） 

火曜日 18:00-19:20 

水曜日 15:00-16:20 

《Zoom》 

或いは 

《現地会場》 

不定期 

適宜開催 

 

 

 

参加費 

年額 12,000 円（①②③の Zoom 参加／録画視聴／現地会場「オフ会」参加を含む） 

納入方法：MELSA 郵貯口座に振り込み（手数料：ご本人負担） 

年額 12,000 円を一括払い（3 月末までに入金）或は、二回分割払い。 

上半期 6,000 円（4 月・5 月・6 月・7 月・8 月・9 月分：3 月末までに入金） 

下半期 6,000 円（10 月・11 月・12 月・1 月・2 月・3 月分：9 月末までに入金） 

入金者氏名・会員証＃確認次第、Zoom ミーティング URL・ID・パスコードを送信。 

会員：1,000 円  

非会員：2,000 円   

別途納入 

事前に口座振り込み。 

（手数料：ご本人負担） 

 



◆使用教材 

教本①「朝日出版社」     教本②：「金芳堂出版」     教本③「東京化学同人」 

                  

本体 \1,800-（税抜き）         本体 \4,200-（税抜き）        本体 \2,700-（税抜き）          

◆入会・参加方法 ＊医療通訳養成講座ではございません。ご了承ください。 

① MELSA Café 勉強会（オンライン＆現地会場）参加ご希望の場合：必ず事前に入会手続きが必要です。 

（継続会員の方：会員証 ID No.がそのまま有効です。新規入会の方：会員証 ID No.を発行致します。） 

② 事前に教本を購入し、当日必ずお手元にご用意ください。（「体験参加」は実施しておりません） 

③ 入会金（免除）／ 年会費（免除）／参加費：年額 12,000 円（全ての参加を含む） 

④ 納入方法： MELSA 郵貯口座振り込み（手数料はご本人負担）。 

＊事業年度は 4 月 1 日～翌年 3 月 31 日。下半期（10 月～翌年 3 月）の途中入会の場合は半額を納入。 

⑤ MELSA 一般公開講座のみに参加ご希望の場合：入会手続きは不要です。非会員参加費のみ納入。 

MELSA Cafe 勉強会 

オンライン参加 

（現地会場参加を含む） 

入会金 （免除） 

年会費 （免除） 

参加費 年額 12,000 円（振込み） 

MELSA 一般公開講座

Special Seminar 

別途納入：事前に郵貯口座振り込み 

MELSA 会員 1,000 円  ／ 非会員 2,000 円 

＊一旦納入された参加費のご返金は致しかねます。悪しからずご了承のほど宜しくお願い致します。 

◆お申し込み：E-mail  melsa@outlook.jp 

＊website 申し込みページで必要事項と入金明細をご記入の上、送信して下さい。口座番号を送信します。 

＊入金確認次第、URL・ミーティング ID・パスコードを送信します。メール受信可能な設定にお願い致します。  

＊個人情報は責任を持って管理し、MELSA ご案内等の目的以外には使用致しません。 

◆オンライン勉強会の留意点： 

＊MELSA 公式録画の視聴は参加費を納入した会員に限ります。録画視聴 URL を送信します。毎月、３講座

全てが終了後、「継続編」・「くすりと英会話」・「基礎編」の順に 1 週間ずつ配信します。何度でも視聴可能。 

＊オンライン勉強会実施中に、参加者ご自身が録画・録音・撮影すること、また SNS 等への MELSA 公式録

画の URL の転載も固くお断りさせていただきます。 

＊視聴に使用される端末の処理速度や回線によっては、配信の遅れ、映像や音声が乱れる場合がございます。 

＊ご視聴状況（ご自宅の Wi-Fi 接続状況等）に関するお問い合わせにはお答え致しかねます。ご了承ください。 

◆現地会場「オフ会」開催は、会場予約が確定した場合のみ、メールか Websiteでお知らせ致します。 

＊お申し込み締め切り：現地会場の場合、貸し会議室の定員（通常の半数）となり次第締め切ります。 

◆現地会場のアクセスは、[Website] http://melsa-japan.org/ をご確認ください。 

◆運営：MELSA 事業部 代表・大森厚子（進行役） 

 ＊諸事情により、進行役が同席できない場合もございます。ご理解とご協力をお願い致します。  

特定非営利活動法人 医療英語学習支援協会  

Medical English Learning Support Association (NPO 法人 MELSA)  

mailto:melsa@outlook.jp
http://melsa-japan.org/

