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基本的な英語を理解し、
平易な英語を聞くこと、
話すことができる。

入門者

4級

初級者

3級

初・中級者

準2級

中級者

2級

中・上級者

準1級

上級者

1級

基本的な英語を理解し、
特に口頭で表現できる。

広く社会生活に必要な
英語を十分に理解し、自
分の意思を表現できる。

日常生活や社会生活に
必要な英語を理解し、
特に口頭で表現できる。

日常生活や職場に必要
な英語を理解し、特に
口頭で表現できる。

日常生活に必要な一般
的な英語を理解し、特
に口頭で表現できる。

レベル評価

英　　　検Ⓡ

受講対象者

評　　　価

ビジネス英語
日常生活から高度のビジネスまでスムーズ
にこなせるようになる実践的な講座です。
職場や海外出張など、オフィス・ビジネス
ワークですぐに役立つ英語力や日常会話を
身につけたい方に最適なラインアップです。

総合英語
英語の4技能「話す・聞く・読む・書く」を、効率
よく総合的に養成する講座。基礎からレベル
に合わせて段階的に実力養成ができます。

トラベル英語
海外旅行に必要な最低限の英会話表現
を楽しく学びます。

スピーキング
4技 能 の 中 の「話 す」力 を
集中的に鍛えるコースです。

リスニング
4技 能 の 中 の「聞 く」力 を
集中的に鍛えるコースです。

ライティング
4技 能 の 中 の「書 く」力 を
集中的に鍛えるコースです。

ス
キ
ル
別

英語でビジネス スキルアップシリーズ

英語で交渉―ネゴシエーション

英語で文書作成―ビジネスレター・eメール

英語で発信―プレゼンテーション

実用英語講座
4級クラス

文
P.12・13

実用英語講座
3級クラス

文
P.12・13

実用英語講座
準2級クラス

文
P.12・13

実用英語講座
2級クラス

文
P.12・13

実用英語講座
準1級クラス

文
P.12・13

実用英語講座
1級クラス

文
P.12・13

生産・製造エンジニアのための英会話
P.10

オフィスワークの基礎英語
P.10

P.4

12の鉄則で始める 英文Eメール初級講座
P.9

実践 グローバルビジネス英語講座
P.9

P.5

P.5

おもてなし英会話入門
P.11

今日からはじめる! 出張英会話
P.11

売場のやさしい英会話
P.7

VR で体感！ 売場のやさしい英会話
P.6

今日からはじめる! 旅行英会話
P.16

瞬発スピーキング レベル1
P.14

瞬発スピーキング レベル2
P.14

瞬発スピーキング レベル3
P.14

瞬解リスニング レベル1
P.15

瞬解リスニング レベル2
P.15

瞬解リスニング レベル3
P.15

スタート英会話
P.8

スタート英文ライティング
P.3

文部科学省認定講座文

2020年度新コース
2019年度リニューアルコース

英語コースレベルチャート
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受講期間受講期間
2か月
在籍期間 4 か月

特　別
受講料
特　別
受講料

8,800円
（再受講不可）

表示の受講料には消費税等 10% を含みます。

対象者対象者

英語で身近なことを書けるようになりたい方
英語を勉強したいが、話すのは苦手な方
これまで英語の勉強が続かなかった方

リポートの種類

講師
添削型

再提出制度なし

eTextあり

 

教材構成

・テキスト  ・・・・・・・・・・・・・・1 冊
・オリジナル手帳  ・・・・・・・・1 冊
・ テキスト掲載英文音声（ダウ

ンロード）
・復習テスト  ・・・・・・・・・・・・2 回

・任意提出課題  ・・・・・・・・・・1 回
・ 電子書籍『すぐに使える英文

E メールフレーズ集』

有子山 博美（うじやま ひろみ）
英語学習コンテンツ制作者、ときどきイラストレーター。神戸市外
国語大学を卒業後、学習ソフト制作会社で数々の社会人向け英会話
ソフトを企画制作。留学経験なしで英検1級、TOEICテスト990点

（満点）を達成。
現在は英語学習情報サイト「Romy’s English Cafe」を中心に、メ
ルマガ、ウェブサイト、ツイッターを通じて英語学習関連の情報を提
供している。『英語で手帳をつけてみました』（IBCパブリッシング）、

『使えるフレーズがどんどん頭に入る！ シミュレーション英会話』（デ
ルタプラス）など著書多数。

〈監修・執筆者プロフィール〉

《テキスト誌面イメージ》

これで三日坊主は卒業！ 1 日 1 文、オリジナル手帳に書いて続ける！
英語に苦手意識があるができれば英語をマスターしたいと思っている方を対象に、まずは「書く」ことから始めるコース
です。テキストで英語を書くための型を学んだら、オリジナル手帳にメモやスケジュール、日記などを書いて実践。書く
ための基礎力がしっかり身につきます。英会話は苦手な方、学習方法に迷っている方にもおすすめです！

～手帳に書いて覚える！ ～

スタート英文ライティング

▶英語▶ライティング

C3B0
コースコード

2020 New
● TOEIC® L&R レベル

270 420 500 650 850
                    

コースのねらい
手帳に予定や備忘録を書き込む手軽さで毎日英語を書いて
身につける！
●社会人が取り組みやすいスタイルでライティングのスキルを

身につけながら英語の基礎を学ぶコースです。
●英文ライティングの基本を単語レベルから学びます。

特　色
●毎日、英文の「型」を学びます。
●前日の学習内容を生かして次を学びます。毎日の積み重ねで

文を書くコツが身につきます。
●その日に学習した内容はオリジナル手帳で即実践！手帳には

自分の仕事や生活について書くため、続けることが負担にな
りません。また、手帳には書いた文が蓄積され成果が見える
ので、達成感を味わうことができます。

●「書く」コースなので、ひとりでどこでも取り組めます。
●学習時間は 1 日 10 分程度、身近な内容の「今日のテーマ」に

沿って学習し、「書く」ことの習慣化を促します。
●復習テストのほか、課題に対する英作文（制限あり）の添削

が在籍期間中に１回受けられます。（任意）

カリキュラム
WEEK テーマ 学習内容

テ
キ
ス
ト　

eText

WEEK 1 スケジュールや
To Do を書く

名詞＋前置詞／一般動詞の現在形+前置詞／
未来の表現

WEEK 2 天候について書く
be動詞+形容詞／現在進行形／現在完了形①
／現在完了進行形／天候を表すいろいろな表
現

WEEK 3 体調について書く
気分を表す形容詞／体調を表す形容詞／痛み
や症状の表現／現在完了形②／体調を伝える
いろいろな表現

WEEK 4 その日や週を
振り返って書く

be動詞の過去形／一般動詞の過去形／現在
完了形③／やったことの振り返り／食生活の
振り返り

WEEK 5 予定や目標を書く 仕事の予定／週末の予定／休日の予定／短
期・長期の目標／将来の目標や夢

WEEK 6 嗜好について書く
肯定表現／否定表現／趣味や気晴らし／ハ
マっているもの・こと／好きなスポーツ・ア
ウトドア

WEEK 7 感想を一言添えて
書く

映画や小説などについて／スポーツ観戦など
について／訪問地などについて／なにかを比
較する表現（比較級）／一番のもの（最上
級）

WEEK 8 文をどんどん
つないで書く

時を示す接続詞／理由や原因を示す接続詞／
逆の結果を示す接続詞／理由を示す接続詞

※教材構成・カリキュラムなどは変更になる場合があります。
※このコースは、公益財団法人日本英語検定協会との提携コースです。
　修了証書は日本英語検定協会が発行し、本学から発送します。

eText
電子書籍『すぐに使える英文 E メールフレーズ集』P.4 へ
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コースのねらい
相手に印象づける効果的なプレゼンを英語で行います。
●英語プレゼンを初めて体験するビジネスパーソンに、プレ

ゼン準備から実施に至る各局面における対処方法を提供す
る教育プログラムです。

特　色
● BOOK 1・2 ともに、「イントロダクション」 ⇒ 「本論」 ⇒ 

「結論」 ⇒ 「質疑応答」 ⇒ 「クロージング」の順に構成されて
います。

● BOOK 2 ではスキル、表現ともに BOOK 1 よりレベルを上
げた学習項目が設定されています。

●質疑応答の切り抜け方など、実際に英語でプレゼンテー
ションする際に役立つ情報を豊富に提供します。

カリキュラム

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ 

１

Unit 1　準備とイントロダクション 
プレゼンテーションの準備/アウトラインを作成する/イントロダクション　　ほか
Unit 2　本論に入る
プレゼンテーションを始める/オーディオ・ビジュアルエイドを使って説明する　　ほか
Unit 3　結論を述べる
結論を要約して伝える/自分の主張の根拠を伝える/プレゼンテーションを終了する　　ほか
Unit 4　質疑応答とクロージング
質疑応答の心得/質問に応じる/プレゼンテーションをまとめる　　ほか

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ 

２

Unit 5　イントロダクション 
信頼を得る自己紹介/プレゼンテーションの目的とメリットを強調して伝える　　ほか
Unit 6　本論に入る
問題提起・解決パターンを使った本論の展開　　ほか
Unit 7　結論を述べる
提案をまとめる/主張をまとめる/コンセプトを再確認する　　ほか
Unit 8　質疑応答とクロージング
質問に対する疑問の表明/今後の予定を説明する/印象に残る表現でプレゼンテーションをまとめる　ほか

eText

eText

英語でビジネス スキルアップシリーズ

英語で発信―プレゼンテーション
▶英語▶ビジネス英語 

発信力アップで大きな成果
TOEIC® L&Rテストは500点以上でも、実際の
仕事場面で使える英語のスキルを上げたい方
に最適です。英語を使用する頻度が高い職場
に勤務されていて、プレゼン力を鍛えたい方
に受講していただきたいコースです。

詳しくは
こちら！

eText
電子書籍『すぐに使える英文 E メールフレーズ集』

● TOEIC® L&R レベル
270 420 500 650 850

                    

すぐに使える

英文Eメール

講座

講座

T4R1
コースコード

講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&Rテスト500以上
英検 2 級以上

受講期間受講期間
2か月
在籍期間 4 か月

特　別
受講料
特　別
受講料

19,800円
（再受講不可）

表示の受講料には消費税等10%を含み
ます。

教材構成
・テキスト  2 冊
・ 異文化対応ハンドブック

（プレゼンテーション編） 
 1 冊

・CD  2 枚
・復習テスト  2 回

・ 電子書籍『すぐに使える
英文Eメールフレーズ集』

標準添付

eTextあり

リポートの種類
講師
添削型

再提出制度なし
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コースのねらい
用途別・機能別レターでビジネスをスムーズに進めます。
●ビジネスの目的を達成すべく効果的なビジネスレターが作成

できるように支援する教育プログラムです。

特　色
● BOOK 1 では、ビジネスレター・e メールの書式、「見積書」

「通知状」「案内状」など用途別ビジネスレターの書き方を学
習します。

　BOOK 2 では、「相手の承認や同意を求める」「相手の不手際に
対するクレーム」など機能別にビジネスレターの書き方を学
習します。

●ロジカルで説得力のあるライティングを学習しつつも、相手
の心証を損なわない手法も取り上げていきます。

●ビジネス英文文書作成スキルの向上に直結するコラムや、あ
らゆる局面で役立つ資料も豊富に提供しています。

コースのねらい
双方が結果に満足できる、成功する英語の交渉術を身に
つけます。
●海外の会社との英語での交渉に初めて参加するビジネスパー

ソンに、交渉計画から実際の交渉に至る各局面における対処
方法を提供する教育プログラムです。

特　色
●交渉の骨格は「準備—提案—討議—取引—最終手続き」となっ

ています。このコースでは上記の順にユニットを構成してい
きます。

●交渉の場面を「製品･サービスを提供する側」と、「製品･サー
ビスを提供される側」に限定し、主に「製品･サービスを提供
する側」からの表現を取り上げ、参考として「製品･サービス
を提供される側」からの表現例も取り上げます。

●ネゴシエーションスキルの向上に直結するコラムや、あらゆ
る局面で役立つ資料も豊富に提供しています。

カリキュラム

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ 

１

Unit 1　ビジネスレター・e メールの書式 
eメールの書式と役割を理解する/書く前の「段取り」　　ほか
Unit 2　用途別ビジネスレターの書き方①
見積書が書式どおりに書ける/発注書［注文書］が書式どおりに書ける　　ほか
Unit 3　用途別ビジネスレターの書き方②
招待状が書式どおりに書ける/見舞い状・弔問状が書式どおりに書ける　　ほか
Unit 4　用途別ビジネスレターの書き方③
苦情を伝えるレターが書式どおりに書ける/督促状が書式どおりに書ける　　ほか

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ 

２

Unit 5　機能別ビジネスレターの書き方① 
フォーマルな表現を理解する/相手に行動を起こすように求める文書を書く　　ほか
Unit 6　機能別ビジネスレターの書き方②
相手に興味を覚えさせる表現で手紙を書く/相手にクレームの手紙を書く　　ほか
Unit 7　機能別ビジネスレターの書き方③
具体的に提案する手紙を書く/問い合わせ・照会の手紙を書く　　ほか
Unit 8　機能別ビジネスレターの書き方④
時間稼ぎを目的とする手紙を適切に書く/相手の依頼を丁重に断る　　ほか

eText

eText

カリキュラム
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ 
１

Unit 1　交渉の準備 
交渉の目標を立案する/交渉の目標領域を設定する/交渉議題を準備する/面会の約束を取り付ける
Unit 2　交渉に入る①
交渉の基本戦略を立て、交渉相手の評価を行う/会社概要と主な製品・サービスを紹介する　ほか
Unit 3　交渉に入る②
前向きな雰囲気を作る/提案をする/自社製品・サービスを売り込む/相手に多く話をさせる
Unit 4　交渉に入る③
的確に質問をして、効果的に交渉を進める/問題点を洗い出し、整理する/相手の提案に回答する　ほか

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ 

２

Unit 5　交渉をまとめる① 
価格交渉を進める/合意事項をこまめに確認する/相手の挑発に乗らない/ 
相手のGood Guy-Bad Guy戦術を見抜く
Unit 6　交渉をまとめる②
交渉の駆け引きに強くなる/交渉のこう着状態を打開する/交渉を効果的に運営する/ボディー・ラン
ゲージを読む
Unit 7　交渉をまとめる③
相手の策略をかわす/交渉の破たんを避ける/チェアパーソンの役割/交渉をリードする
Unit 8　交渉を終了する
詰めの交渉を行う/最終提案を提示する/覚書を交わして交渉をまとめる/交渉を終了する

eText

eText

英語でビジネス スキルアップシリーズ

英語で文書作成―ビジネスレター・e メール
▶英語▶ビジネス英語 

英語でビジネス スキルアップシリーズ

英語で交渉―ネゴシエーション
▶英語▶ビジネス英語 

英文文書作成力アップで大きな成果
TOEIC® L&Rテストは500点以上でも、実際の仕
事場面で使える英語のスキルを上げたい方に
最適です。英語を使用する頻度が高い職場に勤
務されていて、ビジネス英文作成力を鍛えたい
方に受講していただきたいコースです。

詳しくは
こちら！

交渉力アップで大きな成果
TOEIC® L&Rテストは 500 点以上でも、実際
の仕事場面で使える英語のスキルを上げた
い方に最適です。英語を使用する頻度が高
い職場に勤務されていて、交渉力を鍛えた
い方に受講していただきたいコースです。

詳しくは
こちら！

● TOEIC® L&R レベル
270 420 500 650 850

                    

● TOEIC® L&R レベル
270 420 500 650 850

                    

T4S1
コースコード

eText

電子書籍『すぐに使える英文 E メールフレーズ集』
P.4 へ

講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&Rテスト500以上
英検 2 級以上

受講期間受講期間
2か月
在籍期間 4 か月

特　別
受講料
特　別
受講料

19,800円
（再受講不可）

表示の受講料には消費税等10%を含み
ます。

教材構成
・テキスト  ・・・・・・・・2 冊
・ 異文化対応ハンドブック

（ネゴシエーション編） 
 ・・・・・・・・・・・・・・・1 冊

・CD  ・・・・・・・・・・・・2 枚
・ 復習テスト  ・・・・・・2 回

・ 電子書籍『すぐに使える
英文Eメールフレーズ集』

標準添付

eTextあり

リポートの種類
講師
添削型

再提出制度なし

T4T1
コースコード

eText

電子書籍『すぐに使える英文 E メールフレーズ集』
P.4 へ

講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&Rテスト500以上
英検 2 級以上

受講期間受講期間
2か月
在籍期間 4 か月

特　別
受講料
特　別
受講料

19,800円
（再受講不可）

表示の受講料には消費税等10%を含み
ます。

教材構成
・テキスト  ・・・・・・・・2 冊
・ 異文化対応ハンドブック

（ビジネスレター・e メー
ル編） ・・・・・・・・・・1 冊

・CD  ・・・・・・・・・・・・2 枚
・ 復習テスト  ・・・・・・2 回

・ 電子書籍『すぐに使える
英文Eメールフレーズ集』

標準添付

eTextあり

リポートの種類
講師
添削型

再提出制度なし
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講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&R テスト 420 以下、英検 4 級～3 級
 海外からのお客さまに英語を使って接客される方

教材構成

・テキスト  ・・・・・・・・・・・・・・2 冊
・CD  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 枚
・ VR 教材アプリ「売場のやさし

い英会話 VR」（ダウンロード）
・ VR 活用ガイド＆組み立て式

VR ゴーグル

・復習テスト  ・・・・・・・・・・・・3 回
・ 電子書籍『すぐに使える英文

E メールフレーズ集』
標準添付

eTextあり

コースコード

オンライン英会話つき
コースコード

オンライン英会話なしB9F0 B9G0

受講期間受講期間
3か月
在籍期間 6 か月 

（在籍期間延長不可）

3か月
在籍期間 6 か月 

特　別
受講料
特　別
受講料

17,600円
（再受講不可）

14,300円
（再受講不可）

リポートの種類

講師
添削型

再提出制度なし

●「オンライン英会話つき」には以下も含まれます。
　・オンライン英会話　25 分× 8 回（専用無料教材ダウンロードつき）
　・オンライン英会話利用ガイド

表示の受講料には消費税等 10% を含みます。

《このコースの構造》

コースのねらい
売場で出合う英会話表現を、VR で臨場感たっぷりに、楽しみな
がら無理なくマスター
●売場で外国からのお客さまに応対する際の基本的な会話を、VR

（Virtual Reality）で、楽しく無理なくマスターします。
●適切で礼儀正しい応対をするために “これだけ覚えれば OK” という

フレーズを短期間で身につけます。

特　色
● 63 のキーセンテンスについて、映像で実際の状況を想定しながらレッ

スンできます。
● VR モードを選択し、VR ゴーグルを装着すると「応答体験」と「実践

体験」の映像を 3D のバーチャルリアリティーで立体的に見ることが
できます。

●音声認識機能を利用した発話トレーニングでは、受講者の英語が伝わ
るかどうか、○×で判定します。

●（株）レアジョブのオンライン英会話レッスンが 8 回（1 回 25 分）受け
られます。外国人講師と直接話すことで、実践力が身につきます。

（オンライン英会話つきコースのみ）
※レッスンは、通信講座の教材とは別内容です。

カリキュラム

B
O
O
K
1

●接客対応 
①  お客さまを迎える英会話 

（もう一度言ってくださいますか／いらっしゃいませ／少々お待ちくだ
さい　ほか）

②  売場を教える英会話 
（はい、こちらです／5階でございます／この通路の先の右手です　ほか）

③  営業に関する英会話 
（土曜日は営業していますか／あと5分で閉店します／駐車場はありますか　
ほか）

●販売活動
④  商品説明に関する英会話 

（望遠鏡は扱っていますか／これなどいかがですか／大変お似合いです　ほか）
⑤  サイズ・数量に関する英会話 

（お客さまのサイズはなんでしょうか／10個で1組になっております　ほか）
⑥  値段・在庫に関する英会話 

（3,000円です／2つで2,000円です／今セール中です／4割引です　ほか）
●代金受領
⑦  売買・支払いに関する英会話 

（以上でよろしいですか／こちらがお釣りとレシートでございます　ほか）
⑧  保証・アフターケアに関する英会話 

（2年間の保証がついています／冷蔵庫で保存してください　ほか）
⑨  配送・梱包に関する英会話 

（箱代が別にかかりますが／無料でございます　ほか）

B
O
O
K
2

●売場で役立つ基本英会話 
BOOK1で学習したキーセンテンスを使い、少し長めのダイアログで実践
練習を行います。全体は9つのパートに、各パートは場面別に3つのケー
スに分かれています。
　・お客さまを迎えるとき　　　　　・自分の売場でないとき
　・お客さまから頼まれたとき　　　・売場を教える基本表現
　・ 売場の「道案内」　　　　　　　　・ほかの売場を教えるとき
　・バーゲンの問い合わせ　　　　　・メーカーを聞かれたとき　　ほか
●売場で役立つ用語リスト
32の商品カテゴリー（婦人服、紳士服、雑貨、食品、家具、家庭用品、オー
ディオ・ビデオ、電気器具、音楽・楽器、書籍・雑誌、日曜大工用品、美術品ほ
か）について使用頻度の高い語句を日本語→英語→読み方（カタカナ）の順に掲
載しています。

★「オンライン英会話つき」のサービス内容と留意点につきましては、P.17の「オンライン英
会話つきコースのしくみ」をご参照ください。

※このコースは、「売場のやさしい英会話コース」と共通の教材を使用しています。

eText

eText

組み立て式 VR ゴーグルつき！新しい時代の英会話学習をご体験ください
この講座では、売場で出合う英会話表現を、VR で臨場感たっぷりに、楽しみながらマスターしていきます。お手持ちのス
マートフォンで、音声認識機能をフルに活かした臨場感あふれる 3D の VR アプリと、テキスト、リポート、オンライン英
会話の有機的な組み合わせによる、新しい時代の英会話学習をぜひご体験ください。

VR で体感！ 売場のやさしい英会話
～組み立て式 VR ゴーグルつき（オンライン英会話つき / なし）

▶英語▶ビジネス英語
● TOEIC® L&R レベル

270 420 500 650 850
                    B9F0・

 B9G0
コース選択制

eText
電子書籍『すぐに使える英文 E メールフレーズ集』P.4 へ
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キーセンテンス 63、 
これさえできれば売場で OK ！

「いらっしゃいませ」から「またお越しくだ
さい」まで、外国人のお客様に英語を使っ
て接客する方におすすめのコースです。

コースのねらい
売場で出合う英会話表現を無理なく楽しみながらマス
ターします。
●売場で外国のお客様の応対をするのに難しい単語や込みいった表

現は不要です。
●販売を担当する方が、適切で、礼儀正しい応対をするのに「これ

さえ覚えれば OK」といえるフレーズを短期間で習得します。

特　色
●単語、フレーズともに売場での会話に的を絞っているため、臨場

感があり、すぐに職場で活用できます。
●売場での状況を徹底分析し、63 のキーセンテンスをセレクト。

用語パートでは、頻出語句を厳選し、高い効果を発揮します。
●（株）レアジョブのオンライン英会話レッスンが 8 回（1 回 25 分）

受けられます。外国人講師と直接話すことで、実践力が身につき
ます。（オンライン英会話つきコースのみ）
※レッスンは、通信講座の教材とは別内容です。

カリキュラム

BOOK1

●接客対応 
①お客さまを迎える英会話　②売場を教える英会話　③営業に関する英会話
●販売活動
④ 商品説明に関する英会話　⑤サイズ・数量に関する英会話
⑥値段・在庫に関する英会話
●代金受領
⑦売買・支払いに関する英会話　⑧保証・アフターケアに関する英会話　　ほか

BOOK2
●売場で役立つ基本英会話 
・お客さまを迎えるとき　・自分の売場でないとき　 
・お客さまから頼まれたとき　　ほか
●売場で役立つ用語リスト
婦人服、紳士服、雑貨、食品、家具、家庭用品、オーディオ・ビデオ、電気器具　ほか

★ 「オンライン英会話つき」のサービス内容と留意点につきましては、P.17の「オンライン英
会話つきコースのしくみ」をご参照ください。

eText

eText

売場のやさしい英会話―ただいま“英”業中
（オンライン英会話つき / なし）

▶英語▶ビジネス英語

詳しくは
こちら！

臨場感あふれる映像で学習！ VR 教材アプリ「売場のやさしい英会話 VR」とは
■アプリでいつでも学習！ ■ゲーム感覚で波形を採点！［応答体験］

スマートフォンアプリ
なので、いつでもどこ
でもスキマ時間で学習
できます。自宅で学習
する際は臨場感あふれ
るVRモード、電車の中
ではタッチ操作の通常
モードで学習できます。

お手本としてネイティ
ブが発音した音声の波
の形に、どの程度近い
か採点いたします。お
手本の音声の抑揚を真
似てゲーム感覚でチャ
レンジできます。

■音声認識にチャレンジ！［トレーニング］ ■ロールプレイで実践！［実践体験］
スマホに搭載されてい
る音声認識機能で○×
判定！
画面に表示されるキー
センテンスを発話して、
音声認識機能に認識さ
せます。手加減なしの
機械判定で○の評価で
あれば、実際の場面で
も通じるはずです。

臨場感たっぷりのVR
映像で、実践力アップ
をめざしましょう！
※ 実践体験には採点・音声

認識機能はありません。

VR アプリ注意事項
※ VRアプリを使用するには音声認識機能とジャイロセンサー（角速度セン

サー）を搭載したスマートフォンが必要です。
※対象機種（画面比率16：9～3：2に対応。推奨画面サイズ　5.5インチまで。）

・iPhone/iOS 10以上・Android/Android 5.1以上
※ お手持ちのスマートフォンで正常に作動しない場合がありますので、必ず

無料アプリをApp StoreやGoogle Play Storeから「売場のやさしい英
会話VR」で検索してダウンロードし、動作をご確認の上で、お申し込み
ください。

スキマ時間で英語学習 《テキスト誌面イメージ》
1つのキーセンテンスの学習は約10
～15分！ 売場でよく使われる63の
キーセンテンスを選んで掲載。人気
の英語講師、遠山顕先生がシチュエー
ションやキーセンテンスの利用の仕
方を分かりやすく解説しています。

● TOEIC® L&R レベル
270 420 500 650 850

                    B7T1・
 T164
コース選択制

eText

電子書籍『すぐに使える英文 E メールフレーズ集』
P.4 へ

講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&Rテスト420以下
英検 4 級～3 級

コースコード オンライン
英会話つき

コースコード オンライン
英会話なしB7T1 T164

3か月
在籍期間 6 か月

（在籍期間延長不可）

3か月
在籍期間 6 か月

16,500円
（再受講不可）

13,200円
（再受講不可）

受講期間受講期間

特　別
受講料
特　別
受講料

表示の受講料には消費税等10%を含みます。

教材構成
・テキスト  ・・・・ 2 冊
・ CD  ・・・・・・・・ 2 枚
・復習テスト  ・・ 3 回
・ 電子書籍『すぐに使える

英文Eメールフレーズ集』

標準添付

eTextあり

●「オンライン英会話つき」には以下も含まれます。
　・ オンライン英会話　25 分× 8 回（専用無料教材

ダウンロードつき）
　・オンライン英会話利用ガイド

リポートの種類

講師
添削型

再提出制度なし
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講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&R テスト 350 以下、英検 4 級～3 級
ビジネスでも日常でも役立つ実用的な英会話を
ゼロから身につけたい方

● 「オンライン英会話つき」には以下
も含まれます。

　・ オンライン英会話　25 分× 8 回
（専用無料教材ダウンロードつき）

　・オンライン英会話利用ガイド

コースコード

オンライン英会話つき
コースコード

オンライン英会話なしB7N1 T1U5

受講期間受講期間
3か月
在籍期間 6 か月

（在籍期間延長不可）

3か月
在籍期間 6 か月

特　別
受講料
特　別
受講料

20,900円
（再受講不可）

17,600円
（再受講不可）

教材構成

・テキスト  ・・・・・・・・・・・・・・3 冊
・ すぐに使えるボキャブラリー・

フレーズ集 ・・・・・・・・・・・・・1 冊
・CD  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 枚

・復習テスト  ・・・・・・・・・・・・3 回
・ 復習用アプリ（ダウンロード）
・ 電子書籍『すぐに使える英文

Eメールフレーズ集』
標準添付

eTextあり

リポートの種類

講師
添削型

再提出制度なし

表示の受講料には消費税等 10% を含みます。

■一日分の学習モデル
①まずはその日の学習（3
ページ分）を、テキスト
を見ずに音声だけを聞き
ます。「まるおぼえフレー
ズ」やDialogを耳で確
認します。

②ナレーターの指示に
従って、テキストを開き、
聞いた内容を目で確認し
ます。

③再度音声を聞き指示に
従って練習問題を解きま
す。

 33 / 44 
 
⑦カリキュラム 
（小見出し） 
カリキュラム

 
 
⑧学習の流れ 
（小見出し） 
●一日分の学習モデル
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day1 Day2 Day3 Day4 
    
  
BBooookk  11  

声をかける 聞き返す 謝る お礼を言う

誘う 自己紹介をする あいづちをうつ お祝いをする

場所をたずねる あいさつをする 意見を求める・言う 相談する

再会のあいさつをする 質問をする・答える 注意する 相手を気づかう

        
  
BBooookk  22  

食事やお茶に誘う 好みを伝える ものの名前をたずねる 頼む・勧める

道案内（１） 道案内（２） 乗り物（１） 乗り物（２）

自分の意思を伝える・

許可を得る

感情を表す 望みを伝える 賛成する・反対する

提案・助言・義務 受け入れる・断る 理由・人をたずねる 結果をたずねる・

伝える

              
  
BBooookk  33

訪問先であいさつを

する（１）

訪問先であいさつを

する（ ）

訪問先であいさつを

する（ ）

世間話をする（天気）

自分のことを話す（１） 相手のことを聞く 自分のことを話す（２） 別れ際にあいさつを

する（１）

提案する（映画に誘う） ほめる（人の家を訪問

する）

感想を言う（人の家を

訪問する）

お礼を言う（人の家を

訪問する）

お願いをする 理由を言う 都合を聞く 別れ際にあいさつを

する（２）

 

 ①まずはその日の学習（ ページ分）を、テ
キストを見ずに音声だけを聞きます。「まるお
ぼえフレーズ」や を耳で確認します。

 

 ②ナレーターの指示に従って、テキストを開
き、聞いた内容を目で確認します。

 

 ③再度音声を聞き指示に従って練習問題
を解きます。
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自分のことを話す（１） 相手のことを聞く 自分のことを話す（２） 別れ際にあいさつを

する（１）

提案する（映画に誘う） ほめる（人の家を訪問

する）

感想を言う（人の家を

訪問する）

お礼を言う（人の家を

訪問する）

お願いをする 理由を言う 都合を聞く 別れ際にあいさつを

する（２）

 

 ①まずはその日の学習（ ページ分）を、テ
キストを見ずに音声だけを聞きます。「まるお
ぼえフレーズ」や を耳で確認します。

 

 ②ナレーターの指示に従って、テキストを開
き、聞いた内容を目で確認します。

 

 ③再度音声を聞き指示に従って練習問題
を解きます。

 

■総復習用アプリつき！（iOS 版／Android 版）
①並べ替え問題 ②発話練習 ③聞き流し学習　の３つの
コーナーであなたの話す力の育成をサポートします。ア
プリを使えばテキストがなくてもどこでも復習ができる
ので、時間がないときや疲れたときなどにも『ちょっと
だけ学習』 が楽しめます。

詳しくは
こちら！

コースのねらい
1 日たった 15 分！ラジオの DJ 風ナビゲーションを聞きな
がら 80 フレーズをマスターします !
● 1 日わずか 15 分、週 4 日の学習を 12 週間。その間に 80 フ

レーズを「まるおぼえ」します。
●社会生活で役立つ会話の基本 80 フレーズを 1 日 2 フレーズず

つ音声通りに「まるおぼえ」することで、英会話学習のス
タート地点に立つ「耳と口」をつくります。

特　色
●社会人に身近な場面設定になっているので、実際に自分が英

語を使っているイメージが湧いてきます。
●バイリンガルの DJ 風ナビゲーションを聞きながら楽しく学

習できます。
●テキストがなくても音だけでその日の「まるおぼえフレーズ」

がリピートできるように構成されています。
●（株）レアジョブのオンライン英会話レッスンが 8 回（1 回 25

分）受けられます。外国人講師と直接話すことで、実践力が
身につきます（オンライン英会話つきコース選択者のみ）。
※レッスンは通信講座の教材とは別内容です。

カリキュラム
Week Day1 Day2 Day3 Day4

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ 
1

eText

1 声をかける 聞き返す 謝る お礼を言う

2 誘う 自己紹介をする あいづちをうつ お祝いをする

3 場所をたずねる あいさつをする 意見を求める・
言う 相談する

4 再会のあいさつ
をする

質問をする・ 
答える 注意する 相手を気づかう

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ 

2

eText

5 食事やお茶に
誘う 好みを伝える ものの名前を

たずねる 頼む・勧める

6 道案内（1） 道案内（2） 乗り物（1） 乗り物（2）

7 自分の意思を
伝える・許可を得る 感情を表す 望みを伝える 賛成する・ 

反対する

8 提案・助言・
義務

受け入れる・ 
断る

理由・ 
人をたずねる

結果をたずね
る・伝える

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ 

3

eText

9 訪問先であい
さつをする（1）

訪問先であい
さつをする（2）

訪問先であい
さつをする（3）

世間話をする
（天気）

10 自分のことを
話す（1）

相手のことを
聞く

自分のことを
話す（2）

別れ際にあい
さつをする（1）

11 提案する 
（映画に誘う）

ほめる 
（人の家を訪問する）

感想を言う 
（人の家を訪問する）

お礼を言う 
（人の家を訪問する）

12 お願いをする 理由を言う 都合を聞く 別れ際にあい
さつをする（2）

※教材構成・カリキュラムなどは変更になる場合があります。
★「オンライン英会話つき」のサービス内容と留意点につきましては、P.17の「オンライン英会話

つきコースのしくみ」をご参照ください。

無理なく！楽しく！カンタンに！ビジネスでも日常でも役立つ英会話の超入門コース！〈アプリつき〉
ビジネスでも日常でも役立つ実用的な英会話をゼロから身につけたい方のための講座です。「英語を話せるようになりたい
けれど英会話学校に通う時間が取れない」と思い悩んでいる方に最適です。いつでもどこでも復習できるオリジナルアプ
リつき！今から英会話を始めたいと考えている人におすすめの講座です！

～すぐに役立つ 80 フレーズで学ぶ～ 

スタート英会話
（オンライン英会話つき／なし）

▶英語▶ビジネス英語
● TOEIC® L&R レベル

270 420 500 650 850
                    B7N1・

 T1U5
コース選択制

2019 Renew
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コースのねらい
●企業にとって急務となっているグローバル人材を育成します。
●国籍・文化が異なる多種多様な人材と協働しながら、英語で効果的

に業務を遂行できるコミュニケーション能力の獲得を目指します。

特　色
●リアルな状況で英語を話す練習（サバイバルメソッド）により、

あらゆるビジネス場面で戦略的に対応できるコミュニケーション
スキルを習得します。

●多様な異文化スタッフを効果的なチームへとまとめ上げるスキル
「異文化チームビルディング」を、ケーススタディー方式で実践

的に習得します（音声・画像・ペンによる講義つき）。
●ネイティブ講師による添削で、実践英語力がさらに高まります。

コースのねらい
● E メールなどの通信手段を利用した英語コミュニケーショ

ン能力を高めます。

特　色
●現代のビジネススタイルにおいてニーズの高い「英文 E

メール」の書き方を「12 の鉄則」を通して学習します。
●お手本となる良い例 “Model Example” だけでなく、やっ

てしまいがちな悪い例 “Bad Example” も対比しながら学
びます。

●ワークブックでは、週ごとにメインテキストで学習した内
容を、トレーニング形式で確認・定着させます。

●補助教材として、ビジネスでよく使われる英文 E メールや
レターのフォーマットが Web サイトからダウンロードでき
ます。

カリキュラム
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
１

Week 1～4 ビジネスランチに招待する／打ち合わせの日程を調整する／ 
スタッフへの指示と管理／業務態度について指導する

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
２

Week 5～8 面接を受ける／助言を求める・与える／苦情を言う／契約条件の交渉 

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
３

Week 9～12 会議で提案する／発言に割り込む／会議をリードする／業績報告をする 

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
４

コミュニケーション 
スタイルの違い

「文化の違い」と「個性の違い」／言語への依存度／対立への姿勢／ 
世界に通用するコミュニケーションスタイルのための実践的スキル

意思決定方式の違い グループと個人／リスクに対する態度／「横社会（平等）」と 
「縦社会（上下）」／世界に通用する意思決定方式のための実践的スキル

チームビルディング 
方式の違い

役割の明確度／任務遂行中心と人間関係重視／過程重視と結果重視／ 
世界に通用する異文化チームビルディングのための実践的スキル

eText

eText

eText

eText

eText

eText

実践 グローバルビジネス英語講座
▶英語▶ビジネス英語 

12の鉄則で始める 英文Eメール初級講座
▶英語▶ビジネス英語 

グローバルに通用するビジネスコ
ミュニケーション能力を身につける
海外赴任や海外出張の可能性がある、上司や同
僚に外国人がいる、社内公用語が英語である、
など英語のビジネスコミュニケーション能力を
身につける必要がある方に最適なコースです。

詳しくは
こちら！

ビジネス英文Eメールを書く際に有効な「12
の鉄則」を、実際の例を見ながら身につける
英文Eメールの基本の定型文をマスターし、
実際のビジネスシーンに対応できる英文作成
力を身につけたい方、英語を身近に感じるよ
うになりたい方におすすめのコースです。

詳しくは
こちら！

● TOEIC® L&R レベル
270 420 500 650 850

                    

● TOEIC® L&R レベル
270 420 500 650 850

                    

動作環境（必要なシステム）
OS：Microsoft Windows XP/Vista/7　　CPU：Pentium4 1.5GHz以上推奨
メモリ：Windows XP  512MB以上推奨　Windows Vista/7  1GB以上推奨
CD-ROMドライブ：倍速以上（4倍速以上推奨）　　ディスプレイ：解像度800×
600ピクセル以上推奨　　その他：サウンド機能搭載のこと

T382
コースコード

eText

電子書籍『すぐに使える英文 E メールフレーズ集』
P.4 へ

講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&Rテスト300～550
英検 3 級～2 級

受講期間受講期間
3か月
在籍期間 6 か月

特　別
受講料
特　別
受講料

22,000円
（再受講不可）

表示の受講料には消費税等10%を含み
ます。

教材構成
・テキスト  ・・・・・・・・1 冊
・ワークブック  ・・・・・1 冊
・ ワークブック解答・ 

解説  ・・・・・・・・・・・1 冊
・ 復習テスト  ・・・・・・3 回

・ 英 文Eメ ー ル ＆レ タ ー
フォーマット集（Web上
に掲載）

・ 電子書籍『すぐに使える
英文Eメールフレーズ集』

eTextあり

リポートの種類
講師
添削型

再提出制度なし

カリキュラム
ユ
ニ
ッ
ト
１

Week 1～4（12 の鉄則） 
　・英文Eメールの基本的フォーマットをおさえるべし
　・明瞭な件名と主題で「何を伝えたいのか」をハッキリさせるべし
　・主題の後には、アクションを提示すべし
　・＜ワークブック＞おさらいと練習問題に挑戦！　　ほか

ユ
ニ
ッ
ト
２

Week 5～8（実践） 
　・資料を請求する　・人を紹介してもらう　・見積書の作成と送付を依頼する
　・依頼を断る　・発注する　・確認をする　・交渉をする
　・苦情・クレームを言う　・クレームに対応する　・海外出張のための手配をする
　・＜ワークブック＞おさらいと練習問題に挑戦！　　ほか

ユ
ニ
ッ
ト
３

Week 9～12（実践） 
　・業務連絡をする　・仕事を依頼する　・かしこまったお礼をする
　・お詫びをする　・相談をする　・お知らせをする
　・お祝いのメッセージを伝える　・ビジネスレターを書く
　・通知書類の形式をおさえる　・報告書／提案書を作成する
　・＜ワークブック＞おさらいと練習問題に挑戦！　　ほか

eText

eText

eText

T372
コースコード

eText

電子書籍『すぐに使える英文 E メールフレーズ集』
P.4 へ

講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&Rテスト600以上
英検 2 級以上

受講期間受講期間
4か月
在籍期間 8 か月

特　別
受講料
特　別
受講料

35,200円
（再受講不可）

表示の受講料には消費税等10%を含み
ます。

教材構成
・テキスト  ・・・・・・・ 4 冊
・ CD-ROM（音声と動画講

義 を 収 録、Windows 専
用） ・・・・・・・・・・・ 1 枚

・CD  ・・・・・・・・・・・ 6 枚

eTextあり

・ 復習テスト  ・・・・・ 4 回
・ 電子書籍『すぐに使える

英文Eメールフレーズ集』

標準添付

リポートの種類
講師
添削型

再提出制度なし

標準添付
動画
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今日から使える業務直結型エンジ
ニアの英会話
生産・製造部門にターゲットを絞り、エン
ジニアに必要な英語表現を効率よく学べる
コースです。また、会話だけでなく、週に
1 回 E メールなどの文書も学びます。

コースのねらい
工場勤務のエンジニアに特有の英会話をマスターします。
●外国人客が来社した際の応対から、技術指導などで海外出張した

際に困らない程度の、基本的な一般英会話を学びます。
●工場案内や、製品の説明、製品操作説明例、さらには休憩時間で

の簡単なやりとりなど、初歩的な対応能力養成を目指します。
●生産・製造関係者は、英文マニュアル、Eメールなどの英語を読む・書

く・話す機会が増えています。それらのスキルを学ぶ初級コースです。

特　色
●週 4 日の学習（3 レッスン +1 レビュー=1 ユニット）で構成され、

1 日の学習は約 20 分。
●生産・製造部門にターゲットを絞ることで、臨場感に満ちたレッ

スンが可能になりました。“すぐに役立つ英語” を効率よくマス
ターすることができます。

● （株）レアジョブのオンライン英会話レッスンが 8 回（1 回 25 分）
受けられます。外国人講師と直接話すことで、実践力が身につき
ます。（オンライン英会話つきコースのみ）

　※レッスンは、通信講座の教材とは別内容です。

カリキュラム
1 か月 2 か月 3 か月

1 週 挨拶・紹介
＜就職希望の文＞

会社説明
＜採用決定の通知文＞

納期遅延・リードタイム
＜配達遅延通知文＞

2 週 アポイントメント
＜アポを取るための文＞

コスト・調達・生産
＜発注書の発送と確認の文＞

倉庫管理と棚卸し
＜サポートの指示＞

3 週 来客応対・送迎
＜送迎を確認するための文＞

品質管理・図面
＜海外業者へのクレームの文＞

外注管理
＜技術指導に関する提案書＞

4 週 工場見学・会社訪問
＜工場見学申込の文＞

生産性・商品説明
＜新商品発表のプレスリリース＞

価格交渉
＜発注書の受領＞

★ 「オンライン英会話つき」のサービス内容と留意点につきましては、P.17の「オンライン英
会話つきコースのしくみ」をご参照ください。

生産・製造エンジニアのための英会話
〈生産・製造部門初級編〉（オンライン英会話つき / なし）

▶英語▶ビジネス英語 

講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&Rテスト350～500
英検 3 級～準 2 級

コースコード オンライン
英会話つき

コースコード オンライン
英会話なしB7P0 T2C2

3か月
在籍期間 6 か月

（在籍期間延長不可）

3か月
在籍期間 6 か月

24,200円
（再受講不可）

20,900円
（再受講不可）

受講期間受講期間

特　別
受講料
特　別
受講料

表示の受講料には消費税等10%を含みます。

教材構成
・テキスト  ・・・・ 3 冊
・CD  ・・・・・・・・ 3 枚
・復習テスト  ・・ 3 回

・ 電子書籍『すぐに使える
英文Eメールフレーズ集』

標準添付

●「オンライン英会話つき」には以下も含まれます。
・ オンライン英会話　25 分× 8 回（専用無料教材

ダウンロードつき）
・オンライン英会話利用ガイド

リポートの種類

講師
添削型

再提出制度なし

詳しくは
こちら！

eTextあり 電子書籍『すぐに使える英文 E メールフレーズ集』
P.4 へ

● TOEIC® L&R レベル
270 420 500 650 850

                    

オフィスで役立つコンパクトな英
語講座
会社で英語を使わざるを得ない状況になっ
た英語ビギナービジネスパーソン向けの
コースです。さまざまな国の人と仕事をす
る機会の多い方にもおすすめです。

コースのねらい
オフィスで求められる英会話と文書作成を手軽に学びます。
●英語を使った仕事を要求される場面も多くなってきました。そこ

で、主にオフィス内で働く人たちが手軽に学べる英語コースを作
りました。1 週ごとに「電話応対」「E メール」「来客応対」「英文
文書」とテーマを分けて集中的に学習します。

特　色
●奇数週は「会話」、偶数週は「文書」のように分けたカリキュラ

ムですので、急いで身につけたいスキルを順序を入れかえてまと
めて学ぶことも可能です。

●異文化コミュニケーションのコツも身につく！
　さまざまな国の人とのコミュニケーションを想定した内容をイラ

ストで楽しく学習。アメリカ、イギリスだけでなく、オーストラ
リア、フィリピン、インド、中国などの発音特徴もチェック。

● （株）レアジョブのオンライン英会話レッスンが 8 回（1 回 25 分）
受けられます。外国人講師と直接話すことで、実践力が身につき
ます。（オンライン英会話つきコースのみ）

　※レッスンは、通信講座の教材とは別内容です。

カリキュラム
1 か月 2 か月 3 か月

1 週 電話応対（取り次ぐ／セッティング／確認　ほか）

2 週 Eメール（資料請求／社内メール／クレーム対応　ほか）

3 週 来客応対（受付／プレゼン／接待　ほか）

4 週 英文文書（履歴書／招待状／見積り　ほか）

★ 「オンライン英会話つき」のサービス内容と留意点につきましては、P.17の「オンライン英
会話つきコースのしくみ」をご参照ください。

オフィスワークの基礎英語
（オンライン英会話つき / なし）

▶英語▶ビジネス英語 

講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&Rテスト350～500
英検 3 級～準 2 級

コースコード オンライン
英会話つき

コースコード オンライン
英会話なしB7Q0 T3R2

3か月
在籍期間 6 か月

（在籍期間延長不可）

3か月
在籍期間 6 か月

27,500円
（再受講不可）

24,200円
（再受講不可）

受講期間受講期間

特　別
受講料
特　別
受講料

表示の受講料には消費税等10%を含みます。

教材構成
・テキスト  ・・・・ 3 冊
・CD  ・・・・・・・・ 3 枚
・復習テスト  ・・ 3 回

・ 電子書籍『すぐに使える
英文Eメールフレーズ集』

標準添付

●「オンライン英会話つき」には以下も含まれます。
・ オンライン英会話　25 分× 8 回（専用無料教材

ダウンロードつき）
・オンライン英会話利用ガイド

リポートの種類

講師
添削型

再提出制度なし

詳しくは
こちら！

eTextあり 電子書籍『すぐに使える英文 E メールフレーズ集』
P.4 へ

● TOEIC® L&R レベル
270 420 500 650 850

                    

B7P0・
 T2C2
コース選択制

B7Q0・
 T3R2
コース選択制
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海外出張・赴任の定番コース！
出張・赴任の多様な場面に対応できる英会
話力・異文化知識を育成するコースです。

『今日からはじめる！ 旅行英会話』より少し
上のレベルを希望される方にもお勧めです。

コースのねらい
1 日 15 分～20 分の学習で効率よく出張英会話をマスター！
●原則 1 日たった 2 ページの学習で、60 場面に対応できるパワーフ

レーズ（高使用頻度のフレーズ）が学習できます。
●海外の生活習慣・宗教など異文化についても学習できます。

特　色
●難しくなりがちなビジネス英語を、なるべく簡単な言い回しで表現して

いるので、はじめて出張英語に触れる方でも、無理なく学習できます。
●個性豊かな登場人物がストーリーを展開するので、楽しく学習を進めら

れます。また、出張に同行する外国人上司、海外の取引先、赴任先の同僚、
各種サービス提供者等、さまざまな組合せの会話表現が学習できます。

●非英語圏の外国人同士が話す訛りのある英会話を、レベル別に聞き取る
クイズが特典としてダウンロードでき、国際ビジネスで役立ちます。

●（株）レアジョブのオンライン英会話レッスンが8回（1回25分）受けら
れます。外国人講師と直接話すことで、実践力が身につきます。（オン
ライン英会話つきコースのみ）
※レッスンは、通信講座の教材とは別内容です。

カリキュラム
BOOK1

海外出張（米国）

eText

Week1
出張準備
渡航前の段取り／
アポイントメント　 
ほか

Week2
出国
搭乗手続き／手土産
購入／保安検査場　
ほか

Week3
機内
機内アナウンス①・②
／機内食／機内エン
ターテインメント ほか

Week4
入国
入国審査／税関申告
／外貨両替／軽食  
ほか

BOOK2
海外出張（米国）

eText

Week5
ホテル
チェックイン／ホテ
ルのサービス／ルー
ムトラブル　ほか

Week6
商談
交通／面会／工場視察
／ランチミーティング
／接待ゴルフ　ほか

Week7
休日
レンタカー／観光
①・②／ショッピン
グ　ほか

Week8
帰国
チェックアウト／出
張土産購入／見送り 
ほか

BOOK3
海外赴任（タイ）

eText

Week9
赴任準備
辞令／送別会／引っ
越し／歓迎会　ほか

Week10
海外生活①
赴任の手続き／電話
対応／自己紹介　
ほか

Week11
海外生活②
スーパーマーケット
／病院／薬局／銀行
　ほか

Week12
海外生活トラブル・
帰国
消防／警察／救急／
インフラ　ほか

★ 「オンライン英会話つき」のサービス内容と留意点につきましては、P.17の「オンライン英
会話つきコースのしくみ」をご参照ください。

講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&Rテスト400～650
英検 3 級～2 級

コースコード オンライン
英会話つき

コースコード オンライン
英会話なしB9D0 B9E0

3か月
在籍期間 6 か月

（在籍期間延長不可）

3か月
在籍期間 6 か月

23,100円
（再受講不可）

19,800円
（再受講不可）

受講期間受講期間

特　別
受講料
特　別
受講料

表示の受講料には消費税等10%を含みます。

教材構成
・テキスト  ・・・・ 3 冊
・ CD  ・・・・・・・・ 6 枚
・復習テスト  ・・ 3 回
・ ディクテーション用 

非英語圏話者音声 
（ダウンロード）

・ デ ィ ク テ ー シ ョン
シート（ダウンロード）

・ 電子書籍『すぐに使える
英文Eメールフレーズ集』

標準添付

eTextあり

●「オンライン英会話つき」には以下も含まれます。
　・ オンライン英会話　25 分× 8 回（専用無料教材

ダウンロードつき）
　・オンライン英会話利用ガイド

リポートの種類
講師
添削型

再提出制度なし

詳しくは
こちら！

今日からはじめる！ 出張英会話
～海外出張・赴任もバッチリ（オンライン英会話つき / なし）

▶英語▶ビジネス英語
● TOEIC® L&R レベル

270 420 500 650 850
                    

接客のプロが教える！日本のおもて
なしマインドで英会話〈アプリつき〉
外国人のお客様の応対でよくある 32 シー
ンを厳選。「5 つのおもてなしの心得」と英
語表現をしっかりマスターできるコースで
す。

コースのねらい
日本を訪れる外国人に気後れせずに対応できる英語表現をマスター
します。
●外国人のお客様が求める情報を瞬時に理解し、日本のおもてなしの心を

英語で伝えるための表現のパターンを身につけます。

特　色
●海外のホテルでのコンシェルジュ経験を活かし日本で英語での接客・接

遇研修を実施する監修者が、「5 つのおもてなしの心得」を押さえた英語
での接客・接遇を伝授します。

●知識だけでなく、「使える」192のおもてなし英語フレーズを現場で瞬時に
口に出せるよう、独自の音読パターン練習を採用しました。

●スマートフォンやタブレットで復習できる音声認識アプリ「おもてなし
フレーズ総復習」がダウンロードできます。

● （株）レアジョブのオンライン英会話レッスンが 8 回（1 回 25 分）受けら
れます。外国人講師と直接話すことで、実践力が身につきます。（オン
ライン英会話つきコースのみ）

　※レッスンは、通信講座の教材とは別内容です。

カリキュラム
テキスト 1　

eText
テキスト 2　

eText

WEEK 1 出迎え、見送り、お礼 WEEK 5 お金、交通、通信

WEEK 2 聞き返し、あいづちなど WEEK 6 会計、電話

WEEK 3 誘導、道案内など WEEK 7 両替、トラブル

WEEK 4 問い合わせの対応 WEEK 8 緊急対応
★ 「オンライン英会話つき」のサービス内容と留意点につきましては、P.17の「オンライン英

会話つきコースのしくみ」をご参照ください。

～お客様は外国人～ おもてなし英会話入門
▶英語▶ビジネス英語 

講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&Rテスト420以下
英検 4 級～3 級

コースコード オンライン
英会話つき

コースコード オンライン
英会話なしB7S0 T5N1

2か月
在籍期間 4 か月

（在籍期間延長不可）

2か月
在籍期間 4 か月

18,700円
（再受講不可）

15,400円
（再受講不可）

受講期間受講期間

特　別
受講料
特　別
受講料

表示の受講料には消費税等10%を含みます。

教材構成
・テキスト  ・・・・ 2 冊
・CD  ・・・・・・・・ 4 枚
・ 復習テスト  ・・ 2 回
・ 復習用音声認識アプ

リ（ダウンロード）

・ 電子書籍『すぐに使える
英文Eメールフレーズ集』

標準添付

eTextあり

●「オンライン英会話つき」には以下も含まれます。
・ オンライン英会話　25 分× 8 回（専用無料教材

ダウンロードつき）
・オンライン英会話利用ガイド

リポートの種類

講師
添削型

再提出制度なし

詳しくは
こちら！

● TOEIC® L&R レベル
270 420 500 650 850

                    B7S0・
 T5N1
コース選択制

eText

電子書籍『すぐに使える英文 E メールフレーズ集』
P.4 へ

eText

電子書籍『すぐに使える英文 E メールフレーズ集』
P.4 へ

B9D0・
 B9E0
コース選択制
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コース
選択制

■主な対象者
内定者・新人 一般・中堅 主任・係長 課長 部長

実用英語講座
（4 級・3 級・準 2 級・2 級・準 1 級・1 級）クラス

▶英語▶総合英語

文 部科学省認定

「聞く」「話す」「読む」「書く」の 4 技能をバランスよく鍛える！
文部科学省認定社会通信教育『実用英語講座』シリーズは、英語の基本 4 技能である「聞く・話す・読む・書く」力を総合的に養う
ことを目的としたレベル別の通信講座です。各クラスのテキストでは、1 週間を通して「聞く・話す・読む・書く」の 4 技能をまん
べんなく学びます。扱う英文（会話、パッセージ）は、それぞれのレベルの内容になっているので、自分のレベルに合わせて無理な
く取り組むことができます。

特　色
1　 標準学習期間 3 か月で、週ごとにテーマに沿った内容の英

文を使い、「聞く」「話す」「読む」「書く」の 4 技能をバラン
スよく学習します。

2　 ストーリー展開や、ロールプレイ、リアルライフ・リスニ
ングやリーディングとレベルごとに有効なトレーニングを
組み合わせて提供します。

3　 スライドと音声による補助教材「映像講義」が用意されて
います。Web サイトから動画で視聴します。

4　 全クラスに任意提出課題として、ライティングの添削課題
が 3 回用意されています。自習では補いきれない英作文学
習の成果を確認することができます。

コースのねらい
4 級クラス・3 級クラス

➡英語の基礎を身につけ、日常生活で使える英語力を養う
準 2 級クラス・2 級クラス

➡使える英語の幅を広げ、世界へ飛躍する力を養う
準 1 級クラス・1 級クラス

➡国内外で認められる、品格のある英語力を養う
※英検の試験対策を目的とした講座ではありません。

コースコード
4 級クラス

コースコード
3 級クラス

コースコード
準 2 級クラス

コースコード
2 級クラス

コースコード
準 1 級クラス

コースコード
1 級クラスT1N2 T1M2 T1L2 T1K2 T1J2 T1I2

講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&Rテスト270以下
英検 4 級以下

TOEIC® L&Rテスト270～420
英検 4 級以上

TOEIC® L&Rテスト420～500
英検 3 級以上

TOEIC® L&Rテスト500～650
英検 準 2 級以上

TOEIC® L&Rテスト650～850
英検 2 級以上

TOEIC® L&Rテスト850以上
英検 準 1 級以上

受講期間受講期間
3か月
在籍期間 6 か月

3か月
在籍期間 6 か月

3か月
在籍期間 6 か月

3か月
在籍期間 6 か月

3か月
在籍期間 6 か月

3か月
在籍期間 6 か月

特　別
受講料
特　別
受講料

13,200円
（再受講不可）

16,500円
（再受講不可）

19,800円
（再受講不可）

23,100円
（再受講不可）

26,400円
（再受講不可）

29,700円
（再受講不可）

表示の受講料には消費税等 10% を含みます。

教材構成（各コース共通）

・テキスト  ・・・・・・・・・ 3 冊 
・解答・解説  ・・・・・・・ 1 冊 
・コースガイド  ・・・・・ 1 冊 
・ 復習テスト（修了テス

トを含む） ・・・・・・・・ 3 回
・任意提出課題  ・・・・・ 3 回

・CD  ・・・・・・・・・・・・・・ 4 枚
・映像講義（ダウンロード）
・ 電子書籍『すぐに使える

英文Eメールフレーズ集』

標準添付

eTextあり
リポートの種類

講師
添削型

再提出制度なし

※ 映像講義ファイルをダウンロードする際には、Windows XP以降のOS、WMV形式対応
の再生ソフト（Windows Media Player等）、インターネット接続環境が必要です。Mac
でも再生可能です。

テキストで取り組む 5 つのトレーニング
リピーティング
聞こえた英文の音声を真似して発話。繰り返し行うことによっ
て、英語の発音に慣れて口が滑らかに動くようになります。

ロールプレイ
対話の役になりきって応答練習。この練習により、英語での自然
な対話力が身につきます。最初はテキストを見ながら、慣れてき
たら見ないでチャレンジします。

パラレル・リーディング
文字を目で追いながら、聞こえてくる音声と並列（parallel）す
るように音声と同じ速度であなたの声をかぶせて音読するトレー
ニング方法です。

シャドーイング
文字を見ずに音声とほぼ同時に影（shadow）のように追いかけ
て発話。英語のリズム、イントネーション、スピードなどに慣
れ、より自然な発話ができるようになります。

要約（Summary）
対話やパッセージの内容をつかみ、要旨をまとめる練習。与えら
れた語数内に収まるように、違う表現に言い換える訓練を積むこ
とで、語彙力の強化や内容の理解力強化につながります。
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4 級クラス

各クラスの概要

カリキュラム（抜粋）
BOOK Day1・2（聞く・話す） Day3・4（読む・書く） Day5（リアルライフ・リスニング / リーディング）
1 eText 機内にて要望を伝える　ほか LCCの機内食　ほか 機内アナウンス/掲示板　ほか
2 eText 街で道を尋ねる　ほか 自由の女神　ほか 観光ガイド/路線図　ほか
3 eText 友人に連絡を取る　ほか メール　ほか 留守番電話のメッセージ/メモ　ほか

詳しくは
こちら！

「学び直し」に最適な講座です。中学 2 年時頃までに学習した英語を思
い出しながら、社会的にも使える英語力を身につけることを目指します。
一人の主人公が経験するさまざまな場面のやりとりを基に、自分なりの
表現にし、発信できる英語力の獲得が期待できます。

1 日の
学習時間の目安

40分

3 級クラス

カリキュラム（抜粋）
BOOK Day1・2（聞く・話す） Day3・4（読む・書く） Day5（リアルライフ・リスニング / リーディング）
1 eText 趣味・嗜好　ほか 好みと理由　ほか 社内放送/ポスター　ほか
2 eText 行き方を尋ねる　ほか ロンドンの地下鉄　ほか 乗り換え情報/路線図　ほか
3 eText 会議の設定　ほか ビジネス上の心構え　ほか 留守電のメッセージ　ほか

詳しくは
こちら！

日常生活で求められる基礎レベルの英語力を養い、英検 3 級レベルの
「聞く・話す・読む・書く」の 4 技能と「語彙・文法力」を身につける

ことを目指します。日常会話や日常の話題を「話せる・聞き取れる」実
感を手に入れましょう。

1 日の
学習時間の目安

40分

準2級クラス

カリキュラム（抜粋）
BOOK Day1・2・3（聞く・話す・読む） Day4（書く） Day5（リアルライフ・リスニング / リーディング）
1 eText 会社への電話　ほか イラストの描写　ほか アナウンス/時刻表　ほか
2 eText 旅行の話　ほか 日記：家族でしたこと　ほか 実演販売の説明/広告　ほか
3 eText 世界の祭り　ほか おすすめの場所　ほか 天気予報/週間天気の表　ほか

詳しくは
こちら！

日常生活で求められる幅広い英語力を養い、英検準 2 級レベルの「聞
く・話す・読む・書く」の 4 技能と「語彙・文法力」を身につけること
を目指します。日常での身近な場面を想定した英文を使ってトレーニン
グをすることにより、自分なりの意見や情報を発信できる英語力の獲得
が期待できます。

1日の
学習時間の目安

50～60
分

2 級クラス

カリキュラム（抜粋）
BOOK Day1・2・3（聞く・話す・読む） Day4（書く） Day5（リアルライフ・リスニング / リーディング）
1 eText 買い物の会話　ほか お礼のメール　ほか デパートの広告/店内放送　ほか
2 eText 会社での会話　ほか 打ち合わせのメール　ほか 語学学校の掲示物/説明会　ほか
3 eText 話し合いで意見を述べる　ほか 意見をまとめた報告文　ほか 会議のアジェンダ/アナウンス　ほか

詳しくは
こちら！

社会的テーマの会話や文章に触れながら、さまざまな場面において英語
で情報を発信できる英語力を養います。社会でのさまざまな場面を想定
した英文を使ってトレーニングをしながら、初めて会った人とでも自分
の意見や情報を発信できる力の獲得を目指します。

1日の
学習時間の目安

50～60
分

準1級クラス

カリキュラム（抜粋）
BOOK Day1・2・3（聞く・話す・読む） Day4（書く） Day5（リアルライフ・リスニング / リーディング）
1 eText 男女の脳構造の違い　ほか 手紙やメールの返信 機内アナウンスを聞く　ほか
2 eText ドラッカーマネジメント哲学　ほか 手紙やメールから発信 災害緊急放送を聞く　ほか
3 eText 中央銀行のしくみ　ほか 自己紹介文を書く　ほか 公共でのスピーチを聞く　ほか

詳しくは
こちら！

「聞く・話す・読む・書く」の 4 技能を網羅した内容で、社会性の高い話
題に触れながら、知識や教養を高めるとともに高度な英語運用力を養成
します。歴史や文化など多岐に渡る話題を通し、さまざまな場面におい
て英語で自信を持って対応できる知識と英語力の獲得が期待できます。

1 日の
学習時間の目安

60分

1 級クラス

カリキュラム（抜粋）
BOOK Day1・2・3（聞く・話す・読む） Day4（書く） Day5（リアルライフ・リスニング / リーディング）
1 eText 周期ゼミの謎　ほか Descriptive Paragraph デリバリーに関する記事を読む　ほか
2 eText リーダーに不可欠な才能　ほか Graphs, Tables & Diagrams Infomercialを聞く　ほか
3 eText なぜ企業は合併するのか　ほか Short Essay 実業家へのインタビューを聞く　ほか

詳しくは
こちら！

社会性の高い幅広い話題に対応できる英語力を養い、英検 1 級レベルの
「聞く・話す・読む・書く」の 4 技能と「語彙・文法力」を身につける

ことを目指します。さまざまな場面や話題に自信を持って確実に対応で
きる、まさにグローバルに活躍するにふさわしい英語力を身につけま
しょう。

1 日の
学習時間の目安

60分
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英語が話せるようになりたい方のための、スピーキングコース！（アプリつき）
CD に収録された英語を大量に「聞く」「まねる」「英訳する」ことによって、高速回転する脳をつくり、瞬間的に英語が口
から飛び出すようにするための音声トレーニングを採用しました。

～英語がドンドン口から出る！ ～

瞬発スピーキング レベル（1・2・3）
（オンライン英会話つき / なし）

▶英語▶スキル別

オンライン英会話なし

受講期間受講期間
各3か月
在籍期間 各 6 か月

特　別
受講料
特　別
受講料

各24,200円
（再受講不可）

コースコード

レベル 1
T4U1
コースコード

レベル 2
T4V1
コースコード

レベル 3
T5J1

オンライン英会話つき

受講期間受講期間
各3か月
在籍期間 各 6 か月

（在籍期間延長不可）

特　別
受講料
特　別
受講料

各27,500円
（再受講不可）

コースコード

レベル 1
B7U0
コースコード

レベル 2
B7V0
コースコード

レベル 3
B7W0

表示の受講料には消費税等 10% を含みます。

教材構成（各コース共通）

・テキスト  ・・・・・・・・・ 3 冊
・CD  ・・・・・・・・・・・・・・ 7 枚
・ 復習テスト  ・・・・・・・ 3 回
・ 復習用音声認識アプリ

（ダウンロード）
・ 安河内先生の応援メッ

セージ動画＊

　＊ は専用の web サイト
からダウンロード

・ 電子書籍『すぐに使える
英文Eメールフレーズ集』
標準添付

●「オンライン英会話つき」には以下も含まれます。
　・ オンライン英会話　25 分× 8 回（専用無料教材ダウンロードつき）
　・オンライン英会話利用ガイド

リポートの種類

講師
添削型

再提出制度なし

eTextあり

特　色
①英語と日本語訳を繰り返し聞き、高速回転する脳をつくり、英語が素

早く口から出るようにするための効果的な音声トレーニングを収録
しています。

②監修は、英語教育のカリスマ・安河内哲也先生。先生秘伝の学習方法
をまるごと講座にしました。

③スマートフォンやタブレットで復習できる音声認識アプリ「瞬発フ
レーズ総復習」がダウンロードできます。

④（株）レアジョブのオンライン英会話レッスンが 8 回（1 回 25 分）受
けられます。外国人講師と直接話すことで、実践力が身につきます。

（オンライン英会話つきコースのみ）
＊レッスンは通信講座の教材とは別内容です。

★ 「オンライン英会話つき」のサービス内容と留意点につきましては、P.17の「オ
ンライン英会話つきコースのしくみ」をご参照ください。

監修者・安河内哲也先生からのメッセージ！

私もこの音読を中心とした
トレーニングで、英語が話
せるようになりました。
反復練習で、英語を“自動
化”しましょう！

レベル1 講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&Rテスト250～400
英検 4 級～3 級

詳しくは
こちら！

英語力に不安があるけれど、確実に話せるようにな
りたい方向けの初級コース（中学校レベル）

レベル2 講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&Rテスト350～500
英検 3 級～準 2 級

詳しくは
こちら！

日常生活やビジネスで使える英語を話せるようにな
りたい方のための「発話意図別定型文」で学ぶ初・
中級コース

レベル3 講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&R テスト 450～600
英検 準 2 級～2 級

詳しくは
こちら！

レベル 1 か 2 を修了し、話す内容をさらに充実させ
たい方のための中級コース（高校レベル）

カリキュラム（各 BOOK からテーマを一部抜粋）

BOOK1 自己紹介/出来事を伝える/出会いのあいさつ/会話を始める
　ほか eText

BOOK2 許可する/断る/提案する/お礼・おわびをする/誘う・勧
める　ほか eText

BOOK3 希望や目的を伝える/あいまいに返事をする/ほめる/はげ
ます　ほか eText

カリキュラム（各 BOOK からテーマを一部抜粋）

BOOK1 自分のことを語る/自分の予定を語る/初対面のあいさつ　
ほか eText

BOOK2 相手に勧める/禁止する/旅行中に話す/乗り物で話す/道
案内をする　ほか eText

BOOK3 人や物を尋ねる/状態や程度を尋ねる/相手の意見を尋ねる
/健康について話す　ほか eText

カリキュラム（各 BOOK からテーマを一部抜粋）

BOOK1 未来や過去のことについて言及する/受動態を使って身近な
状況を説明する　ほか eText

BOOK2 知覚動詞や使役動詞などを使って身近な状況を説明する/理
由や方法を説明する　ほか eText

BOOK3 仮定法を使って意見を述べる/忠告したり理由を述べたりする
ほか eText

各レベルの概要

コース
選択制
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英語が瞬時に聞き取れるようになりたい方のための、リスニングコース！
CD に収録された英語を大量に聞き、問題を解くことでリスニング力を短期間で高めます。目指すレベルは日常生活からビ
ジネスまで。テキストを見ながら問題形式に挑む「耳学 CD」とスキマ時間に聞き流す「耳楽 CD」の 2 スタイルで、効果的
に習得できます。

～英語がスイスイ耳から入る！ ～

瞬解リスニング レベル（1・2・3）
（オンライン英会話つき / なし）

▶英語▶スキル別

教材構成（各コース共通）

・テキスト  ・・・・・・・・・ 3 冊
・CD  ・・・・・・・・・・・・・・ 7 枚
・ 復習テスト  ・・・・・・・ 3 回

・ 電子書籍『すぐに使える
英文Eメールフレーズ集』
標準添付

●「オンライン英会話つき」には以下も含まれます。
　・ オンライン英会話　25 分× 8 回（専用無料教材ダウンロードつき）
　・オンライン英会話利用ガイド

リポートの種類

講師
添削型

再提出制度なし

eTextあり

特　色
①テキストを見ながら問題形式に取り組む「耳学（みみがく）

CD」と、モバイルオーディオなどに取り込んでスキマ時間に
聞き流す「耳楽（みみらく）CD」の 2 スタイルで、学習環境に
応じた効率的な学習が可能です。

②アメリカに本社を置く製造業と日本の旅行代理店を舞台に登場
人物を設定した連続するオリジナルストーリーのため、楽しく
学習を続けられます。

③監修は、英語教育のカリスマ・安河内哲也先生。先生秘伝の学
習方法をまるごと講座にしました。

④（株）レアジョブのオンライン英会話レッスンが 8 回（1 回 25
分）受けられます。外国人講師と直接話すことで、実践力が身
につきます。（オンライン英会話つきコースのみ）

＊レッスンは通信講座の教材とは別内容です。
★ 「オンライン英会話つき」のサービス内容と留意点につきましては、P.17の「オ

ンライン英会話つきコースのしくみ」をご参照ください。

監修者・安河内哲也先生からのメッセージ！

とにかく、毎日続けること
が大切！少しずつでも英語
を聞くようにしましょう。
耳から吸収した量が、実力
につながります！

レベル1 講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&R テスト 250～400
英検 4 級～3 級

詳しくは
こちら！

とにかく英語が聞き取れるようになりたい方のため
の初級コース（中学校レベル）

レベル2 講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&R テスト 350～500
英検 3 級～準 2 級

詳しくは
こちら！

英語を聞き取ると同時に理解したい方のための、
初・中級コース（中学校～高校レベル）

レベル3 講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&R テスト 450～600
英検 準 2 級～2 級

詳しくは
こちら！

込み入ったビジネスの話題でも聞き取れるようにな
りたい方のための中級コース（高校レベル）

カリキュラム（各 BOOK からテーマを一部抜粋）

BOOK1 出会い/あいさつ/電話/ミーティング/カタカナ英語/短縮
形　ほか eText

BOOK2 相談/クレーム/プレゼンテーション/出張/社交/子音/数
字　ほか eText

BOOK3 家族/買い物/娯楽/余暇/異文化理解/口語短縮/強勢　ほか
eText

カリキュラム（各 BOOK からテーマを一部抜粋）

BOOK1 新入社員/業務開始/会議/ワークライフバランス/カタカナ
と英語の違い　ほか eText

BOOK2 電話/応対/情報収集/クレーム処理/来訪者/接待/母音の
発音/子音の発音　ほか eText

BOOK3 予約/提案/交渉/海外出張/緊急事態/文のリズム　ほか
eText

カリキュラム（各 BOOK からテーマを一部抜粋）

BOOK1 興味関心/採用面接/価格交渉/社外研修　ほか
eText

BOOK2 日本文化の紹介/会議/地域のイベントと勧誘/市場調査　
ほか eText

BOOK3 ニュース/プレゼンテーション/学校/交渉　ほか
eText

各レベルの概要

コース
選択制

オンライン英会話なし

受講期間受講期間
各3か月
在籍期間 各 6 か月

特　別
受講料
特　別
受講料

各24,200円
（再受講不可）

コースコード

レベル 1
T4X1
コースコード

レベル 2
T4Y1
コースコード

レベル 3
T5O1

オンライン英会話つき

受講期間受講期間
各3か月
在籍期間 各 6 か月

（在籍期間延長不可）

特　別
受講料
特　別
受講料

各27,500円
（再受講不可）

コースコード

レベル 1
B7X0
コースコード

レベル 2
B7Y0
コースコード

レベル 3
B7Z0

表示の受講料には消費税等 10% を含みます。
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講　座
レベル
講　座
レベル

TOEIC® L&R テスト 350 以下
英検 4 級～3 級
コースコード

オンライン英会話つき
コースコード

オンライン英会話なしB9A0 B9B0

受講期間受講期間
2か月
在籍期間 4 か月

（在籍期間延長不可）

2か月
在籍期間 4 か月

特　別
受講料
特　別
受講料

16,500円
（再受講不可）

13,200円
（再受講不可）

教材構成

・テキスト  ・・・・・・・・・・・・・・1 冊
・CD  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 枚
・復習テスト  ・・・・・・・・・・・・2 回
・ ディクテーション用非英語圏

話者音声（ダウンロード）

・ デ ィ ク テ ー シ ョ ン シ ー ト
（ダウンロード）

・ 復 習 用 音 声 認 識 ア プ リ
（ダウンロード）

・ 電子書籍『すぐに使える英
文 E メールフレーズ集』

標準添付

eTextあり

リポートの種類

講師
添削型

再提出制度なし

表示の受講料には消費税等 10% を含みます。

● 「オンライン英会話つき」には以下
も含まれます。

　・ オンライン英会話　25 分× 8 回
（専用無料教材ダウンロードつき）

　・オンライン英会話利用ガイド

コースのねらい
海外旅行35の場面の中で使われる厳選200フレーズを楽々
学習 !
●海外旅行の 35 の場面で使われる厳選 200 フレーズを 2 段階

（Basic Sentences／Skit Practice）で楽々マスター。海外旅
行に必要な英語発信フレーズを短期間で確実に習得します。

特　色
●海外旅行の 35 の場面の中で使われる厳選 200 フレーズのみ

を集中して 2 段階で学ぶので、最短の学習で大きな効果が期
待できます。

●英会話に必要な高速回転する脳を養う「瞬発トレーニング」
により、旅先で必要な瞬間的な発信力を養います。

●自宅学習用のテキストと CD 音声に加え、スマートフォンや
タブレット用の音声認識アプリで発話の練習ができます。

●（株）レアジョブのオンライン英会話レッスンが 8 回（1 回 25
分）受けられます。外国人講師と直接話すことで、実践力が
身につきます（オンライン英会話つきコース選択者のみ）。
※レッスンは通信講座の教材とは別内容です。

今日からはじめる！ 旅行英会話
～ショートフレーズで楽しく学べる（オンライン英会話つき / なし）

▶英語▶トラベル
● TOEIC® L&R レベル

270 420 500 650 850
                    B9A0・

 B9B0
コース選択制

カリキュラム
テーマ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

テ
キ
ス
ト

eText

Week1 基本表現 あいさつ・お礼 おわび・呼び掛け 肯定・否定 質問・疑問 依頼・希望

Week2 入国・出国 機内 入国審査 手荷物・税関 乗り換え 搭乗手続き

Week3 交通 交通手段を尋ねる 道を尋ねる 地下鉄・列車 バス・タクシー レンタカー

Week4 宿泊 予約 チェックイン/アウト 施設・サービス クレーム 両替・ATM

Week5 食事 情報収集 予約 レストラン ファストフード カフェ

Week6 観光 観光案内所 観光名所 美術館・博物館 アクティビティー 写真・ビデオ

Week7 ショッピング 案内 品選び 免税 支払い 交渉

Week8 トラブル 盗難 病気 薬局 交通事故 対人

★ 「オンライン英会話つき」のサービス内容と留意点につきましては、P.17の「オンライン英会話つきコースのしくみ」をご参照ください。

eText
電子書籍『すぐに使える英文 E メールフレーズ集』P.4 へ

海外旅行に必要な英会話力を短期間
で習得〈アプリつき〉
厳選した200のショートフレーズと瞬発スピー
キング方式の発話トレーニングにより海外旅
行に必要な英語を楽しく学びます。『今日から
はじめる！ 出張英会話』につながる初級講座です。

詳しくは
こちら！
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レアジョブ・オンライン英会話つき
コースのしくみ

 ó 株式会社レアジョブと提携し、オンライン英会話レッスンを通信講座にセットした「オンライン英
会話レッスンつき通信講座」です。

 ó マンツーマンのスピーキングレッスンが、「オンライン英会話なし」コースとの差額 3,000 円（税別）
で受けられます。

 ó 通信講座で体系的に学習した後に、オンライン英会話レッスンで、外国人講師と実践的に英会話ト
レーニング。相乗効果で、英語でのコミュニケーション能力を確実に高めていきます。

「オンライン英会話」オンライン英会話」
とは…

	●ブラウザ上で学習できる「レッスンルーム」を活用し、ネットを通じて、パソコンまたはス
マートフォン、タブレットから外国人講師の英会話レッスンが、マンツーマンで受けられる
サービスです。
	●平日、土・日・祝日を問わず、毎日朝６時から深夜１時まで開講しています。
	●優秀でやさしいフィリピン人講師約5,000名の中から、ご希望に合った講師が選べます。
	●累計会員契約70万名以上を誇り、定評のある（株）レアジョブが､レッスンを提供します。
※	（株）レアジョブが提供する「日常英会話コース	月８回プラン」を１か月分利用できます。
	●インターネットに接続できるパソコンまたはスマートフォン、タブレットと、音声･動画が送
受信できる接続環境が必要です。下記の（株）レアジョブwebサイトでご確認ください。
https://www.rarejob.com/info/

レッスンについて
	●オンライン英会話では、（株）レアジョブへの会員登録後１か月以内に８回（1回25分）受けられます。
	●オンライン英会話レッスン用に、英会話レベル別に無料の専用教材が用意されていますので、
これを利用してレッスンが受けられます（教材は（株）レアジョブのサイトからダウンロード）。
これを使わずに、フリートークのレッスンにすることもできます。

「オンライン英会話」ご利用の流れ

1. 通信講座の学習
û

「オンライン英会話」の利用は、通信講座リポート（復習テスト）の提出前あるいは提出後のいずれでも
かまいません。通信講座の修了・未修了にかかわらず利用できます。

2. レアジョブ英会話の
会員登録

û

教材に同梱されている『オンライン英会話利用ガイド』に従い、レアジョブ英会話のサイトで会員登録
を行ってください。会員登録後数日以内に、開始手続きが行われます。開始手続き完了のメールが届い
たら、その日からレッスンが受講できるようになります。
※	既にレアジョブのアカウントをお持ちの方は、新たなメールアドレスにてご登録ください。

3. レッスン予約
û

レアジョブ英会話のサイトにログインして無料教材を選び、ご自分のご都合に合わせて講師と時間を選
択し予約してください。1か月以内に25分のレッスンが8回受けられます。	

4. レッスン受講

û

レッスン時間になったら各自レッスンルームに入室いただき、レッスンのスタートです。「Hello」「How	
are	you?」といった簡単なあいさつがあります。フリーカンバセーションでも、レアジョブ公式教材を
利用したレッスンでもかまいません。オンライン英会話レッスンをお楽しみください。	
※	レッスンは、通信講座の教材とは別内容です。

5. レッスンレポートの
確認 

レッスン後48時間以内に、講師からレッスンのフィードバックを記録したレポートが届きます。レッス
ンレポートを上手に活用して、振り返ってみましょう。

★オンライン英会話つきコースはいずれも「在籍期間延長不可コース」です。

bオンライン英会話レッスンつき通信講座

産業能率大学	個人受講申し込み受付専用Webサイトから
お申し込みください。

教材は何日くらいで届きますか？

お申し込み後、通常であれば7日前後で教材を発送します。
一部の教材、または震災や非常事態時などには、それ以上の日数お
時間をいただく場合がございます。最新の情報は上記Webサイト
でご確認ください。

受講のキャンセルは可能ですか？

教材の到着後、8日以内であればキャンセルを承ります。
お客様都合のキャンセルの場合、返金の振込手数料、教材返送の送
料はお客様のご負担とさせていただきます。

詳しくは
こちら！

申込方法

通信講座についてのQ&A

Q Q

[ https://www.hj.sanno.ac.jp/ps/
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