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受 講 料
（消費税10%を含む）

 
PCとインターネット環境があれば、CD教材の音声ファイルをMP3ファイルでダウンロードできるコースです。
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12の鉄則で始める 英文Ｅメール初級講座
実践 グローバルビジネス英語講座
～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）

～すぐに役立つ80フレーズで学ぶ～ スタート英会話（オンライン英会話なし）

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
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）

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（オンライン英会話なし）

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）

売場のやさしい英会話 ―ただいま“英”業中（オンライン英会話なし）

～ボーダーレスにコミュニケーション～ものづくり現場の英会話（オンライン英会話つき）

～ボーダーレスにコミュニケーション～ものづくり現場の英会話（オンライン英会話なし）

オフィスワークの基礎英語（オンライン英会話つき）

オフィスワークの基礎英語（オンライン英会話なし）

～お客様は外国人～ おもてなし英会話入門（オンライン英会話つき）

～お客様は外国人～ おもてなし英会話入門（オンライン英会話なし）

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）

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

～マインドセットからはじめる～英語でビジネスコミュニケーション入門（オンライン英会話つき）

～マインドセットからはじめる～英語でビジネスコミュニケーション入門（オンライン英会話なし）

実用英語講座 ４級クラス
実用英語講座 ３級クラス
実用英語講座 準２級クラス
実用英語講座 ２級クラス
実用英語講座 準１級クラス
実用英語講座 １級クラス
～英語がドンドン口から出る！～ 瞬発スピーキング レベル１（オンライン英会話つき）

～英語がドンドン口から出る！～ 瞬発スピーキング レベル１（オンライン英会話なし）

～英語がドンドン口から出る！～ 瞬発スピーキング レベル２（オンライン英会話つき）

～英語がドンドン口から出る！～ 瞬発スピーキング レベル２（オンライン英会話なし）

～英語がドンドン口から出る！～ 瞬発スピーキング レベル３（オンライン英会話つき）

～英語がドンドン口から出る！～ 瞬発スピーキング レベル３（オンライン英会話なし）

～英語がスイスイ耳から入る！～ 瞬解リスニング レベル１（オンライン英会話つき）

～英語がスイスイ耳から入る！～ 瞬解リスニング レベル１（オンライン英会話なし）

～英語がスイスイ耳から入る！～ 瞬解リスニング レベル２（オンライン英会話つき）

～英語がスイスイ耳から入る！～ 瞬解リスニング レベル２（オンライン英会話なし）

～英語がスイスイ耳から入る！～ 瞬解リスニング レベル３（オンライン英会話つき）

～英語がスイスイ耳から入る！～ 瞬解リスニング レベル３（オンライン英会話なし）

～手帳に書いて覚える！～ スタート英文ライティング
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）

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（オンライン英会話なし）
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入門者

4級

～270

初級者

3級

270～

初・中級者

準2級

420～

中級者

2級

500～

中・上級者

準1級

650～

上級者

1級

850～

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。

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

TOEICⓇ L&R

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
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
中的に鍛えます。

ライティング

リスニング
4技能の中の「聞く」力を集
中的に鍛えます。

4技能の中の「書く」力を集
中的に鍛えます。

ス
キ
ル
別

実用英語講座
4級クラス

文
22

実用英語講座
3級クラス

文
23

実用英語講座
準2級クラス

文
24

実用英語講座
2級クラス

文
25

実用英語講座
準1級クラス

文
26

実用英語講座
1級クラス

文
27

今日からはじめる! 旅行英会話

瞬発スピーキング レベル1

瞬発スピーキング レベル2

瞬発スピーキング レベル3

瞬解リスニング レベル1

瞬解リスニング レベル2

瞬解リスニング レベル3

英語でビジネス スキルアップシリーズ

ものづくり現場の英会話

オフィスワークの基礎英語
14

英語で発信―プレゼンテーション
5

12の鉄則で始める 英文Eメール初級講座
1

実践 グローバルビジネス英語講座
2

英語で交渉―ネゴシエーション
6

英語で文書作成―ビジネスレター・eメール
7

おもてなし英会話入門
16

今日からはじめる! 出張英会話

VR で体感！ 売場のやさしい英会話
8

スタート英会話
3 4

9

17

スタート英文ライティング
40

文部科学省認定講座文

売場のやさしい英会話
10 11

12 13

18 19

英語でビジネスコミュニケーション入門
20 21

28 29

30 31

32 33

34 35

36 37

38 39

41 42

15

(受講期間の２倍まで在籍できます。)
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平易な英語を聞くこと、
話すことができる。
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特に口頭で表現できる。
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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
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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
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。
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4技能の中の「話す」力を集
中的に鍛えます。
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4技能の中の「聞く」力を集
中的に鍛えます。
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中的に鍛えます。

ス
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ル
別
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今日からはじめる! 旅行英会話

瞬発スピーキング レベル1

瞬発スピーキング レベル2

瞬発スピーキング レベル3

瞬解リスニング レベル1

瞬解リスニング レベル2

瞬解リスニング レベル3

英語でビジネス スキルアップシリーズ
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オフィスワークの基礎英語
14

英語で発信―プレゼンテーション
5

12の鉄則で始める 英文Eメール初級講座
1
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2

英語で交渉―ネゴシエーション
6

英語で文書作成―ビジネスレター・eメール
7

おもてなし英会話入門
16

今日からはじめる! 出張英会話

VR で体感！ 売場のやさしい英会話
8

スタート英会話
3 4

9

17

スタート英文ライティング
40

文部科学省認定講座文

売場のやさしい英会話
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英語でビジネスコミュニケーション入門
20 21

28 29
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15

(受講期間の２倍まで在籍できます。)

すぐに使える英文Eメールフレーズ集
別冊eText（電子書籍）

英文Eメールの構成要素１

2
● 何を伝えたいのか明瞭に伝えるフレーズ 
● 主題の後にアクションを伝えるフレーズ
● 主題へスムーズにつなげる導入フレーズ

● 主題を簡潔に伝えるフレーズ
● 主題を具体的に伝えるフレーズ 
● 主題を短い文で伝えるフレーズ　 　   ほか

※このフレーズ集は「12の鉄則で始める 英文 Eメール初級講座」に掲載の英文フレーズの一部をeText化し、音声を収録したものです。
※なお、英文 Eメールを基礎からしっかり書けるようになりたい方には、通信研修「12の鉄則で始める 英文Eメール初級講座」の受講をおすすめいたします。

機能別英文メールフレーズ

3
● 資料請求のフレーズ 
● 人を紹介してもらうフレーズ
● 見積書を依頼するフレーズ

● 依頼を断るフレーズ
● 発注をするフレーズ
● 発注に対する確認をするフレーズ　 　ほか

目的別英文メールフレーズ

内容

必要性が高いにもかかわらず、実際
にどう表現すればよいか分かりにく
い「英文Eメール」の基本フレーズを
まとめたeText（電子書籍）です。

役に立つ表現は、音声も聞くことが
できます。

パソコン、スマートフォン、タブレットな
どを利用して、在籍期間であればい
つでも参照することができます。検索
などの機能も充実!   

英文Eメールを初めて書いてみようと
いう方から、表現にいつも悩んでいる
方まで、幅広くご利用いただけます。

当ガイドに掲載している全コースに下記のeText（電子書籍）がついています！

●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。
●決まった曜日ではなく、ご自身の好きな日時でレッスンを予約・受講できます。
●優秀でやさしいフィリピン人講師約6,000名の中から、ご希望に合った講師が選べます。
●「オンライン英会話」のレッスンは、通信研修の修了／未修了に関わらず受けることができます。
●累計会員契約90万名以上を誇り、定評のある（株）レアジョブが､レッスンを提供します。

レアジョブ・オンライン英会話つきコースのしくみ
オンライン英会話レッスンつき通信研修

※（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。

●通信研修の学習内容にプラスして、外国人講師とマンツーマンで実際に英会話トレーニングができます。
●「英語でのコミュニケーション能力」を、実際の会話を通じて高めることができます。
●レッスンは、通信研修教材とは別の内容ですので、ご自身の学習目的に合わせた内容で実施できます。

●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。
●オンライン英会話のレッスンを受けるためには（株）レアジョブの登録が必要です。 
　登録の方法は教材に同梱されている「オンライン英会話利用ガイド」でご案内しています。

●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。

※レアジョブ専用サイトでレッスンが受講できる「レッスンルーム」の機能が利用可能となります。

「オンライン英会話」
とは…

レッスンについて

オンライン英会話
のメリット

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研修にセットした「オンライン英会話レッスン
つき通信研修」です。
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。
通信研修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。
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T372

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よう

●テキスト　4冊
●CD　6枚（MP3音声ダウンロード可）
●CD-ROM（音声と動画講義を収録、Windows

専用）　１枚
●復習テスト（講師添削型　Web提出可）　4回
●別冊eText（電子書籍）
　『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

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・文化も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。

BOOK1 Week 1～4

チームビルディング
スタイルの違い

多様性の価値

コミュニケーション
スタイルの違い

カリキュラム
ビジネスランチに招待する ／ 打ち合わせを設定する
スタッフへの指示と管理 ／ 業務態度について指導する

BOOK2 Week 5～8 社内異動希望制度の面接を受ける ／ 助言を求める・与える
苦情を言う ／ 契約条件の交渉

BOOK3 Week 9～12 会議で提案をする ／ 発言に割り込む ／ 会議をリードする
業績報告をする・報告について質問する

BOOK4

文化の相違 vs. 人格の相違

意思決定スタイルの違い トップダウン vs. 合意形成 ／ リスクのとらえ方 ／ 平等的 vs. 階層的 ほか

言葉による明示 vs. あうんの呼吸 ／ 直接的 vs. 間接的な意思表現
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

明確な役割 vs. 曖昧な役割 ／ 任務・課題重視 vs. 関係性重視
工程重視　vs. 工程曖昧　ほか

学 習 項 目

実践 グローバルビジネス英語講座

ねらいと特色
教材構成

受講期間　4か月
受 講 料　35,200円（税込）

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

ビジネスの場面で使う頻度の高い「英文E
メール」の基本フレーズを、機能別・目的
別に集めたeText（電子書籍）です。

特 典特 典

CD音声はMP3ファイルでダウンロードできます!

200 300 400 500 600 700 800 900<講座レベル>
英検2級以上

TOEIC®L＆R　600点以上

テキストと別冊は、
。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe

本コースは、公益財団法人
日本英語検定協会の提携
コースです。修了証書は日
本英語検定協会が発行し、
本学から提供します。 詳しくはWebへ

※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。※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。

T382

英検3～2級
TOEIC®L＆R 300～550点

講座レベル 200 300 400 500 600 700 800 900 3か月 受 講 料 22,000円（税込）受講期間

●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（講師添削型　Web提出可）　3回
●英文Eメール＆レター
　フォーマット集（Web上に掲載）
●別冊eText（電子書籍）
　『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

Unit 1

Unit 2

Unit 3

学 習 項 目

・ 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　ほか
・ ＜ワークブック＞おさらいと練習問題に挑戦！

・ 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　ほか
・ ＜ワークブック＞おさらいと練習問題に挑戦！

・ 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　・報告書／提案書を作成する　ほか
・ ＜ワークブック＞おさらいと練習問題に挑戦！

カリキュラム

Week 1～4
（12の鉄則）

Week 5～8
（実 践）

Week 9～12
（実 践）

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。

ねらい

。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

ビジネスの場面で使う頻度の高い「英文E
メール」の基本フレーズを、機能別・目
的別に集めたeText（電子書籍）です。

特 典特 典

成
構
材
教

詳しくはWebへ

※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。※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。

本コースは、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、本学から提供します。
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⇒

英語がわかる 英語ができる

BOOK 1 BOOK 2
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

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 5
イントロダクション

Unit 2
本論に入る

Unit 1
準備と
イントロダクション

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

問題提起・解決パターンを使っ
た本論の展開　ほか

Unit 6
本論に入る

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

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 7
結論を述べる

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

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

Unit 8
質疑応答と
クロージング

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

英語で発信 プレゼンテーション
～英語発信力アップでビジネスでの大きな成果を上げる

・英語でのプレゼンのABCを学ぶ！
英語を使いこなし、プレゼンテーションを行うビジネスパー
ソンを徹底支援するプログラムです。

・効果的なスライド作成術を伝授
プレゼンスキル向上に直結するコラムや、あらゆる局面で役
立つ資料を豊富に用意しました。

・短い時間で効率良く学習を進めます！
学習時間は、1日30分×週4日が目安。忙しいビジネスパー
ソンも、すきまの時間を使って効率良く学習することができ
ます。

・テキスト 2冊
・CD　2枚（MP3音声ダウンロード可）
・異文化対応ハンドブック
　　　　　（プレゼンテーション編） 1冊
・復習テスト（講師添削型　Web提出可）2回
・別冊eText（電子書籍）
　　　『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

T4R1

受講期間：2か月 受講料：19,800円（税込）

講座レベル
英検 ２～1級

TOEIC®L＆R 500点以上

200 300 400 500 600 700 800 900

英語でビジネス スキルアップシリーズ

ねらいと特色

カリキュラム ●BOOK2では、レベル、表現ともにBOOK1よりレベルをあげて
　学習します。

CD音声はMP3ファイルでダウンロード
できます!

教材構成

ビジネスの場面で使う頻度の高い「英文Eメール」の基本フ
レーズを、機能別・目的別に集めたeText（電子書籍）です。

特 典特 典

 こんな方に
 オススメ！
 こんな方に
 オススメ！

英語で
プレゼンする
ことになった

英語をもっと
仕事に活かし
たい

業務で英語を
使う頻度が増えて
きた

。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ

本コースは、公益財団法人日本英語検定協
会の提携コースです。修了証書は日本英語
検定協会が発行し、本学から提供します。

詳しくはWebへ

※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。※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。

B7N1/T1U5

・テキスト　　3冊
・CD　　4枚（MP3音声ダウンロード可） 
・すぐに使える
　ボキャブラリー・フレーズ集　1冊
・復習テスト（講師添削型　Web提出可）　3回
・復習用アプリ（ダウンロード）
・別冊eText（電子書籍）
　『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

ねらいと特色

成
構
材
教

CD音声は
MP3ファイルでダウンロードできます!

オンラインで
外国人講師のレッスンが受けられます!

㈱レアジョブのオンライン英会話レッスン「日常英会話コース月
8回プラン」(1回25分)が受けられます（在籍期間中の任意の１
か月間）。レッスンは、通信研修の教材とは別の内容ですので、
目的に合わせたものにすることも可能。外国人講師とマンツーマ
ンで話すことで、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)

・1日たった15分で80フレーズをマスター！　
CDを中心にした聞きっぱなし学習でまる覚えすることで、英会話学
習のスタート地点に立つ「耳と口」をつくります。
・ラジオ番組スタイルで、テキストなしでも学習OK！　

テキストが無くてもフレーズを口に出して覚えられるよう「ラジオ番
組スタイル」で楽しく学習します。

～すぐに役立つ80フレーズで学ぶ～

（オンライン英会話つき/なし）スタート英会話

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

）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ
での閲覧が可能です。

コース選択式

(オンライン英会話つき)コースは、公益財団法人日本英語
検定協会および株式会社レアジョブとの提携コースです。
(オンライン英会話なし)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。いずれのコースも、修了証
書は日本英語検定協会が発行し、本学から提供します。

ON
LINE
ON
LINE

・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

オンライン英会話つきコースのみ

声をかける

誘う

再会のあいさつをする

場所をたずねる

食事やお茶に誘う

道案内（1）

自分の意思を伝える

提案・助言・義務

自分のことを話す（1）

提案する（映画に誘う）

お願いをする

訪問先であいさつをする（1）

（各週のテーマを一部抜粋）カリキュラム

1週

1か月

2週

3週

4週

2か月 3か月

※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。※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。

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。

レベル

（オンライン英会話つき）
（オンライン英会話なし）

受講期間

3か月

受講料(税込)

20,900円

17,600円
英検3～4級
TOEIC®L＆R  350以下
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T4T1

⇒

英語がわかる 英語ができる

BOOK 1 BOOK 2
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

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 5
機能別ビジネス
レターの書き方①

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

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 6
機能別ビジネス
レターの書き方②

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

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 7
機能別ビジネス
レターの書き方③

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

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

Unit 8
機能別ビジネス
レターの書き方④

英語で文書作成  ビジネスレター・eメール
～英文文書作成力アップでビジネスでの大きな成果を上げる

・英語での文書作成のABCを学ぶ！
「見積書」「案内状」などの英文ビジネス文書や英文e
メールを作成し、業務をスムーズに進めることを徹底支
援するプログラムです。

・英語を理論的に書く技術を伝授！
ロジカルで説得力のあるライティングを解説しながら、
相手の心証を損なわない手法も紹介します。

・短い時間で効率良く学習を進めます！
学習時間は、1日30分×週4日が目安。忙しいビジネス
パーソンも、すきまの時間を使って効率良く学習するこ
とができます。

英語でビジネス スキルアップシリーズ

ねらいと特色

カリキュラム

講座レベル
英検　２～１級

TOEIC®L&R 500点以上

200 300 400 500 600 700 800 900

受講期間：2か月 受講料：19,800円（税込）

CD音声はMP3ファイルでダウンロード
できます!

・テキスト 2冊
・CD　2枚（MP3音声ダウンロード可）
・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
・復習テスト（講師添削型　Web提出可）  2回
・別冊eText（電子書籍）
　　　　　『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

 こんな方に
 オススメ！
 こんな方に
 オススメ！

英語で
ビジネス文書を
書くことになった

英語をもっと
仕事に活かし
たい

業務で英語を
使う頻度が増えて
きた

教材構成

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

ビジネスの場面で使う頻度の高い「英文Eメール」の基本フ
レーズを、機能別・目的別に集めたeText（電子書籍）です。

特 典特 典

。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ

本コースは、公益財団法人日本英語検定協
会の提携コースです。修了証書は日本英語
検定協会が発行し、本学から提供します。

詳しくはWebへ

※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。※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。

T4S1

⇒

英語がわかる 英語ができる

BOOK 1 BOOK 2
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
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
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
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

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
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
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
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

Unit 5
交渉をまとめる
①

Unit 2
交渉に入る
①

Unit 6
交渉をまとめる
②

Unit 3
交渉に入る
②

Unit 7
交渉をまとめる
③

Unit 4
交渉に入る
③

Unit 8
交渉を終了する

英語で交渉  ネゴシエーション 
～英語交渉力アップでビジネスでの大きな成果を上げる

・英語での交渉法のABCを学ぶ！
英語での交渉術を身につけたいビジネスパーソンを、徹底支
援するプログラムです。
・ネゴシエーションスキルをわかりやすく伝授！

「準備→提案→討議→取引→最終手続き」という交渉の基本
手順に沿って学習を進めていきます。

・短い時間で効率良く学習を進めます！
学習時間は、1日30分×週4日が目安。忙しいビジネスパーソン
も、すきまの時間を使って効率良く学習することができます。

英語でビジネス スキルアップシリーズ

ねらいと特色

カリキュラム

・テキスト 2冊
・CD　2枚（MP3音声ダウンロード可）

・異文化対応ハンドブック
　　　　　（ネゴシエーション編） 1冊
・復習テスト（講師添削型　Web提出可） 2回
・別冊eText（電子書籍）
　　　　　『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

受講期間：2か月 受講料：19,800円（税込）

講座レベル
英検 ２～1級

TOEIC®L＆R 500点以上

200 300 400 500 600 700 800 900

教材構成

CD音声はMP3ファイルでダウンロード
できます!

 こんな方に
 オススメ！
 こんな方に
 オススメ！

英語で
プレゼンする
ことになった

英語をもっと
仕事に活かし
たい

業務で英語を
使う頻度が増えて
きた

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

ビジネスの場面で使う頻度の高い「英文Eメール」の基本フ
レーズを、機能別・目的別に集めたeText（電子書籍）です。

特 典特 典

。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ

本コースは、公益財団法人日本英語検定協
会の提携コースです。修了証書は日本英語
検定協会が発行し、本学から提供します。

詳しくはWebへ

※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。※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。
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教 材 構 成
・ テキスト  2冊 
・ CD  2枚（MP3音声ダウンロード可）

・ 復習テスト（講師添削型　Web提出可）  3回
・ 別冊eText（電子書籍）
『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

B7T1/T164

売場で絶対役立つ用語リスト！
33の商品群に分け、売場で頻出度の高い単語をリストアップ。発音はカタ
カナで表示しています。

ねらいと特色

(オンライン英会話つき)コースは、公益財団法人日本英語
検定協会および株式会社レアジョブとの提携コースです。
(オンライン英会話なし)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。いずれのコースも、修了証
書は日本英語検定協会が発行し、本学から提供します。

ON
LINE
ON
LINE

・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
オンライン英会話つきコースのみ

）籍書子電（txeTe冊別

すぐに使える
英文Eメールフレーズ集

(オンライン英会話つき/なし)

ビジネスの場面で使う頻度の高
い「英文Eメール」の基本フレー
ズを、機能別・目的別に集めた
eText（電子書籍）です。

特 典特 典

CD音声は
MP3ファイルでダウンロードできます!

オンラインで
外国人講師のレッスンが受けられます！

㈱レアジョブのオンライン英会話レッスン「日常英会話コース月8回プラ
ン」(1回25分)が受けられます（在籍期間中の任意の１か月間）。レッス
ンは、通信研修の教材とは別の内容ですので、目的に合わせたものにするこ
とも可能。外国人講師とマンツーマンで話すことで、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)

テキストと別冊は、
。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe

すぐに役立つ基本会話！
単語・フレーズともに実際の売場の会話にフォーカスしていますから、臨
場感たっぷりで、すぐに活用できます。

63のキーセンテンスでOK！
基礎編では売場での状況を徹底分析し、63のキーセンテンスにギュギュッ
と凝縮しました。

カリキュラム（各週のテーマを一部抜粋）

1. お客さまを迎える
2. 売場を教える
3. 営業をする
4. 商品説明
5. サイズ・数量

6. 値段・在庫
7. 売買・支払い
8. 保証・アフターケア
9. 配送・梱包

売場で役立つ
基本英会話

売場で役立つ
用語リスト

１週
～
４週

１か月 ２か月 3か月

※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。※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。
※本コースの教材は「VRで体感！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。※本コースの教材は「VRで体感！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。

（オンライン英会話つき）
（オンライン英会話なし）

受講期間

3か月

受講料(税込) レベル

16,500円
13,200円

英検4～3級
TOEIC®L&R  420以下

・テキスト　２冊
・ＣＤ　２枚（MP3音声ダウンロード可）

・ＶＲ教材アプリ「売場のやさしい英会話VR」（アプリダウンロード）

・ＶＲ活用ガイド＆組み立て式ＶＲゴーグル
）籍書子電（txeTe冊別・

「すぐに使える英文Ｅメールフレーズ集」
・ 復習テスト（講師添削型　Web提出可）　3回

。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ

B9F0/B9G0

ねらい
と
特色

カリキュラム

教材構成

(オンライン英会話つき)コースは、公益財団
法人日本英語検定協会および株式会社レアジ
ョブとの提携コースです。
(オンライン英会話なし)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。
いずれのコースも、修了証書は日本英語検定
協会が発行し、本学から提供します。

ON
LINE
ON
LINE

・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
オンライン英会話つきコースのみ

本コースの教材は、「売場のやさしい英会話」と共通の教材を使用しています。
VRに
ついて

●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　

●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　

★お手持ちのスマホ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 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
のうえで、お申し込みください。

★お手持ちのスマホ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 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
のうえで、お申し込みください。

★Android には対応しておりません。★Android には対応しておりません。

CD音声はMP3ファイルでダウンロードできます!

オンラインで外国人講師のレッスンが受けられます！

㈱レアジョブのオンライン英会話レッスン「日常英会話コース月8回プラ
ン」(1回25分)が受けられます（在籍期間中の任意の１か月間）。レッス
ンは、通信研修の教材とは別の内容ですので、目的に合わせたものにするこ
とも可能。外国人講師とマンツーマンで話すことで、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)

売場でよく使われる英会話表現を、ＶＲで臨場感
たっぷりに、楽しみながらマスター！

           ●売場で外国のお客さまを応対する場面のＶＲ（Virtual Reality）
で、臨場感たっぷりに楽しみながら、売場ですぐに役立つ基本会話を、無理
なく学習します。
●お手本の英語と比較して、発話を採点します。
●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。

１．接客対応
２．販売活動
３．代金受領

①お客さまを迎える　②売場を教える　③営業をする
④商品説明　⑤サイズ・数量　⑥値段・在庫
⑦売買・支払い　⑧保証・アフターケア　⑨配送・梱包

※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。※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。

3か月
（オンライン英会話つき）
（オンライン英会話なし）

受講料(税込) レベル
17,600円
14,300円

英検4～3級
TOEIC®L&R  420以下

受講期間
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）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

B7Q0/T3R2

・3か月で学べるサバイバルオフィス英語！
誰にでも来る可能性のある英語の必要性。最低限の知識を最短
期間で身につけます。

・わかりやすいカリキュラム構成！
ずばり1週目は電話、2週目はeメールというように、とてもわ
かりやすいカリキュラムです。

・異文化コミュニケーションも！
英米のみならず、実際に接触の可能性が高いアジアの国々のス
ピーカーも登場します。

ねらいと特色

ビジネスの場面で使う頻度の高い「英文E
メール」の基本フレーズを、機能別・目
的別に集めたeText（電子書籍）です。

特 典特 典

CD音声は
MP3ファイルでダウンロードできます!

オンラインで外国人講師のレッスンが受けられます！
㈱レアジョブのオンライン英会話レッスン「日常英会話
コース月8回プラン」(1回25分)が受けられます（在籍期

間中の任意の１か月間）。レッスンは、通信研修の教材とは別の
内容ですので、目的に合わせたものにすることも可能。外国人講
師とマンツーマンで話すことで、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)

（各週のテーマを一部抜粋）カリキュラム

電話応対（取り次ぐ/セッティング/確認 ほか）

Eメール（資料請求/社内メール/クレーム対応 ほか）

来客対応（受付/プレゼン/接待 ほか）

英文文書（履歴書/招待状/見積り ほか）

1か月

1週

2週

3週

4週

2か月 3か月

・ テキスト 3冊
・ CD　3枚（MP3音声ダウンロード可）

・ 復習テスト  3回（講師添削型・郵送提出）

・ 別冊eText（電子書籍）
　『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

教材構成

・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
オンライン英会話つきコースのみ

(オンライン英会話つき)コースは、公益
財団法人日本英語検定協会および株式
会社レアジョブとの提携コースです。
(オンライン英会話なし)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。いずれのコースも、修了証
書は日本英語検定協会が発行し、本学
から提供します。

ON
LINE
ON
LINE

※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。※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）
（オンライン英会話なし）

受講期間

3か月

受講料(税込) レベル

27,500円
24,200円

英検3～準2級
TOEIC®L&R  350～500

 

C4M0/C4NO
※(オンライン英会話つき)コースは、公益財団法人日本英語検定協会および株式会社レアジョブとの
　提携コースです。(オンライン英会話なし)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。いずれのコースも、修了証書は日本英語検定が発行し、本学から提供します。

※動画ファイル、音声ファイルの視聴する際には、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。
※本コースは「生産・製造エンジニアのための英会話」を全面改訂した新コースです。
※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。 ※2022年4月より開講します。

ＢＯＯＫ１ ＢＯＯＫ２

■ オンラインで外国人講師のレッスンが受けられます！
（株）レアジョブのオンライン英会話レッスン「日常英会話コース月８回プラン」
（１回２５分）が受けられます（在籍期間中の任意の１か月間）。レッスンは、

通信研修の教材とは別の内容ですので、目的に合わせたものにすること も可能。
外国人講師とマンツーマンで話すことで、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)

カリキュラム

ねらいと特色

ものづくり現場で
すぐに役立つ
英会話の基本！

■ ものづくりの現場にターゲットを絞り、シーン別に英会話の基本と
   よく使われる表現を実践的に学習します。
■ 外国人スタッフと円滑なコミュニケーションを取るために必要な
   スピーキング力を、多様性の視点も踏まえて養います。
■ 別冊の「すぐに役立つ英文Eメール・文書の書き方と例文集」では、
   スマートなEメールや英文レターなどを書くための手順や例文を
   紹介します。

ものづくり現場の
英会話(オンライン英会話つき/なし)

テキストと別冊は、
eText(電子書籍)
での閲覧も可能です。

● テキスト 2冊
● 別冊『すぐに役立つ英文Eメール・文書の書き方と例文集』
● テキスト掲載英文音声（ダウンロード）
● 英文文書作成用テンプレート（ダウンロード）
● 学習補助動画（英語学習法紹介）
● 』集ズーレフルーメＥ文英るえ使にぐす『）籍書子電（txeTe 
● 復習テスト 2回（講師添削型・Web提出可）

教材構成

● オンライン英会話日常英会話コース 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

ーオンライン英会話つきコースのみー

Week1 　受け入れ・赴任
Week2 　開発・設計
Week3 　生産技術
Week4 　生産管理

Week5 　品質管理
Week6 　在庫管理
Week7 　安全管理
Week8 　関係者間MTG

＊ご利用にあたっては、インターネットに接続できるパソコンまたはスマホ、タブレットと、
   音声･動画が送受信できる接続環境、レアジョブへの会員登録（無料）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/

～ボーダーレスにコミュニケーション～
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・テキスト  3冊
・CD   6枚（MP3音声ダウンロード可）
・復習テスト（講師添削型　Web提出可）   3回
・ディクテーション用非英語圏話者音声

）ドーロンウダ（  
・ディクテーションシート（ダウンロード）
・別冊eText（電子書籍）
『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

今日からはじめる!出張英会話今日からはじめる!出張英会話

B9D0／B9E0

ON
LINE
ON
LINE

(オンライン英会話つき)コースは、公益財団法人日本英語
検定協会および株式会社レアジョブとの提携コースです。
(オンライン英会話なし)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。いずれのコースも、修了証
書は日本英語検定協会が発行し、本学から提供します。

・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
オンライン英会話つきコースのみ

）籍書子電（txeTe冊別

すぐに使える
英文Eメールフレーズ集

～海外出張・赴任もバッチリ～海外出張・赴任もバッチリ

ビジネスの場面で使う頻度
の高い「英文Eメール」の基
本フレーズを、機能別・目
的別に集めたeText（電子
書籍）です。

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。
●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。

特 典特 典

CD音声は
MP3ファイルでダウンロードできます!

(オンライン英会話つき／なし)(オンライン英会話つき／なし)

オンラインで
外国人講師のレッスンが受けられます！

㈱レアジョブのオンライン英会話レッスン「日常英会話コース月8回プ
ラン」(1回25分)が受けられます（在籍期間中の任意の１か月間）。
レッスンは、通信研修の教材とは別の内容ですので、目的に合わせたも
のにすることも可能。外国人講師とマンツーマンで話すことで、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)

テキストと別冊は、
。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe

海外出張（米国）海外出張（米国） 出張準備出張準備 出国出国 機内機内 入国入国

ホテルホテル 商談商談 休日休日 帰国帰国

赴任準備赴任準備 海外生活①海外生活① 海外生活②海外生活② 海外生活トラブル海外生活トラブル

Week1Week1

Week1Week1

Week1Week1

Week2Week2

Week2Week2

Week2Week2

Week3Week3

Week3Week3

Week3Week3

Week4Week4

Week4Week4

Week4Week4
海外出張（米国）海外出張（米国）

海外赴任（タイ）海外赴任（タイ）

BOOK1BOOK1

BOOK2BOOK2

BOOK3BOOK3

※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。※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。

ねらいと特色

カリキュラム

教材構成
（オンライン英会話つき）
（オンライン英会話なし）

受講期間

3か月

受講料(税込) レベル

23,100円
19,800円

英検3～2級
TOEIC®L&R  400～650

✿
✿

✿

✿

✿
✿

✿

✿

✿

✿

✿

✿

✿

✿

✿ ✿

✿

✿

✿✿ ✿✿✿

※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。※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。

・ テキスト  2冊
・ CD  4枚（MP3音声ダウンロード可）
・ 復習テスト（講師添削型　Web提出可） 2回
・ 復習用音声認識アプリ（ダウンロード可）
・ 別冊eText（電子書籍）
『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

ビジネスの場面で使う頻度の
高い「英文Eメール」の基本フ
レーズを、機能別・目的別に集

。すで）籍書子電（txeTeため

特 典特 典

テキストと別冊は、
。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe

B7S0/T5N1B7S0/T5N1

オンラインで外国人講師のレッスンが受けられます！

安河内哲也先生監修の「瞬発トレーニング」を
MP3ファイルでダウンロードできます！

スマホで復習！音声認識アプリつき

㈱レアジョブのオンライン英会話レッスン「日常英会話コース月
8回プラン」(1回25分)が受けられます（在籍期間中の任意の１

か月間）。レッスンは、通信研修の教材とは別の内容ですので、目的に
合わせたものにすることも可能。外国人講師とマンツーマンで話すこと
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)

＊ご利用にあたっては、インターネットに接続できるパソコンまたはスマホ、タブレットと、音声
･動画が送受信できる接続環境、レアジョブへの会員登録(無料)が必要です。下記の㈱レアジョ
ブWebサイトでご確認ください。
https://www.rarejob.com/info/

おもてなし192フレーズをすべて収録した復習用アプリがダウ
ンロードで使用できます。(Android/iOs)

32のインバウンドおもてなしシーンを厳選
業種にとらわれず、日本で外国人のお客様を接遇することの多い場面
を徹底的に絞り込みます。

「おもてなし5つの心得」を押さえた192フレーズ
海外でのホテル・コンシェルジュ経験を持つ監修者がおもてなし英会
話のコツを伝授します。

（各週のテーマを一部抜粋）

ねらいと特色

教材構成

カリキュラム

出迎え、見送り、お礼
聞き返し、あいづち ほか
誘導、道案内 ほか
問い合わせの対応

お金、交通、通信
会計、電話
両替、トラブル
緊急対応

WEEK1

WEEK2

WEEK3

WEEK4

WEEK5

WEEK6

WEEK7

WEEK8

ON
LINE
ON
LINE

Smart
 Phone 
Smart
 Phone 

・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
オンライン英会話つきコースのみ

(オンライン英会話つき)コースは、公益財団法人日本英語
検定協会および株式会社レアジョブとの提携コースです。
(オンライン英会話なし)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。いずれのコースも、修了証
書は日本英語検定協会が発行し、本学から提供します。

（オンライン英会話つき）
（オンライン英会話なし）

受講期間

2か月

受講料(税込) レベル

18,700円
15,400円

英検4～3級
TOEIC®L&R  420以下
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T1N2 ※英検の試験対策を目的とした講座ではありません。

実用英語講座 4級クラス
基本的な日常表現ができるレベルの英語力を養う

●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）
 （講師添削型　Web提出可）・・・３回
●任意提出課題・・・３回
●ＣＤ・・・４枚（MP3音声ダウンロード可）
●別冊eText（電子書籍）
　『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』
●映像講義（ダウンロード可）

成
構
材
教

●やり直し学習に最適。中学２年生頃までに学んだ英語を思い出しながら、
英語の発音やイントネーションも同時に学び、社会的にも「使える」英語
力の獲得を目指します。

●一人の主人公が経験するストーリー仕立ての展開で、楽しく楽に学習が
続けられます。

●任意提出課題では、あなたが書いた英作文を熟練した専任講師が添削し
ます。自習では補いきれない英作文学習の成果を得ることができます。

受講期間：3か月   受講料：13,200円（税込）

文部科学省認定講座

DAY1（聞く）
DAY2（話す）

DAY3（読む）
DAY4（書く）

DAY5
（リアルライフ・リスニング/リーディング）

BOOK1
標準学習期間

1か月

BOOK2
標準学習期間

1か月

BOOK3
標準学習期間

1か月

機内にて要望を伝える
入国審査官とのやり取り
タクシーで行先を告げる
ホテルにチェックイン
コンシェルジュに観光相談
街で道を尋ねる
美術館で案内員と会話
駅で乗車券を買う
友人に連絡を取る
友人との再会
レストランで注文する

LCCの機内食
ワシントン条約
世界のタクシー
チップについて
グランドキャニオン
自由の女神
メトロポリタン美術館
Amtrakについて
メール
スピーチ
アメリカンロブスター
フリーマーケット

機内アナウンス／掲示板
空港内アナウンス／為替レート表
バス内アナウンス／空港施設案内
ホテルでの会話／ホテル内の案内
観光ガイド／パンフレット
館内案内／路線図
美術館案内／展示場地図
運行状況／時刻表
留守番電話のメッセージ／メモ
人物紹介／招待状
店員の話／メニュー
野外アナウンス／商品価格表

１
２
３
４
５
６
７
８
９

１０
１１
１２

W
E
E
K

ねらい
と特色

200 300 400 500 600 700 800 900<講座レベル>
英検４級以下

TOEIC®L＆R  270点以下

CD音声はMP3ファイルでダウンロードできます!
。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ

詳しくはWebへ

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

ビジネスの場面で使う頻度の高い「英文Eメール」
の基本フレーズを、機能別・目的別に集めた
eText（電子書籍）です。

特 典特 典

本コースは、公益財団法人
日本英語検定協会の提携
コースです。修了証書は日
本英語検定協会が発行し、
本学から提供します。

※映像講義ファイルをダウンロードする際は、WindowsXP以降のOS、
WMV形式対応の再生ソフト（WindowsMediaPlayer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。

※映像講義視聴での推奨ブラウザはInternet Explorer6.0以上、
Firefox2.0以上です。これら以外のブラウザには対応しておりません。
また、スマートフォンでのご利用は保証しておりません。

C3X0/C3Y0

■アウトプット（話す・書く）に苦手意識のある方、LRのテストよりSWの
テストのスコアが伸びない方に、英語を話す際の心構えや視点などのマイ
ンドセットを変えることからはじめるコースです。

■1週間に1つの場面設定：4コママンガで場面イメージをつかみ、ビジ
ネスを意図通りに進める戦略的な交渉や会話とは何か、場面・状況か
ら学びます。

■Mindset and Tips：英語話者とのコミュニケーションに必要な交渉
の仕方、ものごとの捉え方などのヒントが示されます。

■学習補助ブック「MY NOTEBOOK」：ゴールやタスク設定、学習の
記録や学習スケジュールの管理に役立つ、学びながら作り上げる通信
研修のペースメーカーです。

・テキスト　1冊
・学習補助ブック「MY NOTEBOOK」　1冊
・テキスト掲載英文音声（ダウンロード）
・学習補助動画（各週1本、各2分程度）
・復習テスト（講師添削型・Web提出可）　2回
・別冊eText（電子書籍）『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

ビジネスの場面で使う頻度の高い「英文E
メール」の基本フレーズを、機能別・目
的別に集めたeText（電子書籍）です。

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集
特 典特 典

ねらいと特色

カリキュラム

教材構成

テキストと別冊は、eText(電子書籍)での閲覧が可能です。

英語でビジネス コミュニケーション入門
Week  1
英語の発音 強勢、文のリズム、イントネーション ほか

スモールトーク、ランチやイベントに誘う、質問する　ほかWeek  2
オフィスでの会話

会議の設定、会議の準備、トラブル対応 ほかWeek  3
企画立案・会議の設定

会議の運営、意見を述べる、次のアクションをまとめる  ほかWeek  4
対面会議・オンライン会議

電話をかける・受ける、伝言を残す・受ける、クレーム対応   ほかWeek  5
他社との電話でのやりとり

アジェンダ紹介、図表の紹介、質疑応答 ほかWeek  6
プレゼンテーション

データの傾向を話す、数字で事実を述べる、考察や意見  ほかWeek  7
広告会社との相談

件名と敬称、本文、結びと署名 ほかWeek  8
メールでやり取りする

・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
オンライン英会話つきコースのみ

ON
LINE
ON
LINE オンラインで外国人講師のレッスンが受けられます！

㈱レアジョブのオンライン英会話レッスン「日常英会話コース月8回プラン」
(1回25分)が受けられます（在籍期間中の任意の１か月間）。レッスンは、
通信研修の教材とは別の内容ですので、目的に合わせたものにすることも可
能。外国人講師とマンツーマンで話すことで、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)

(オンライン英会話つき)コースは、公益財団法人日本英語
検定協会および株式会社レアジョブとの提携コースです。
(オンライン英会話なし)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。いずれのコースも、修了証
書は日本英語検定協会が発行し、本学から提供します。

※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。

※動画ファイル、音声ファイルを視聴する際に
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。

＊ご利用にあたっては、インターネットに接続できるパソコンまたはスマホ、タブレットと、音声･
動画が送受信できる接続環境、レアジョブへの会員登録(無料)が必要です。
下記の㈱レアジョブWebサイトでご確認ください。
https://www.rarejob.com/info/

（オンライン英会話つき）
（オンライン英会話なし）

受講期間

2か月

受講料(税込) レベル

18,700円
15,400円

英検準2～2級
TOEIC®L&R  450～650
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T1L2

実用英語講座 準2級クラス
日常生活で求められる幅広い英語力を養う

●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しながら、自分 
   なりの意見や情報を発信できる英語力の獲得を目指します。
●テキストの指示に従って英文の様々なトレーニングをすることで、英語に

自然と慣れ親しむことができます。
●任意提出課題では、あなたが書いた英作文を熟練した専任講師が添削し

ます。自習では補いきれない英作文学習の成果を得ることができます。

受講期間：3か月   受講料：19,800円（税込）

文部科学省認定講座

DAY1, 2 & 3
（奇数週：会話

偶数週：パッセージの読解）
※W10・12はパッセージ・リスニング

DAY4
（ライティング）

DAY5
（リアルライフ・リスニング/リーディング）

BOOK1
標準学習期間

1か月

BOOK2
標準学習期間

1か月

BOOK3
標準学習期間

1か月

住んでいる場所や環境について
「サンフランシスコのケーブルカー」
会社への電話

「アイスクリームの歴史」
旅行の話

「風邪について」
新商品についての会議

「ノーベル賞とノーベル」
イギリスの気候について

「世界の祭り」
日本の年末年始について

「世界の結婚式」

イラストの描写
イラストの描写
イラストを見てStory Telling
フレーズの復習
日記：家族でしたこと
日記：自分の健康
日記：自分が行っている活動
フレーズの復習
Show & Tell：最近作った料理
Show & Tell：おすすめの場所
Show & Tell：最近読んだ記事の紹介
フレーズの復習

道順の説明／不動産の広告
アナウンス／時刻表
留守番電話のメッセージ／案内文
アナウンス／レシピ
写真の説明／キャンプの掲示板
アナウンス／薬の飲み方の説明
商品のCM／問い合わせのEメール
実演販売の説明／広告
天気予報／週間天気の表
観光ガイド／ガイドブックのコラム
観光ガイド／イベントの案内
ファッションの説明／本の紹介文

１
２
３
４
５
６
７
８
９

１０
１１
１２

W
E
E
K

●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）
 （講師添削型　Web提出可）・・・３回
●任意提出課題・・・３回
●ＣＤ・・・４枚（MP3音声ダウンロード可）
●別冊eText（電子書籍）
　『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』
●映像講義（ダウンロード可）

成
構
材
教

ねらい
と特色

。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ

200 300 400 500 600 700 800 900<講座レベル>
英検3級以上

TOEIC®L＆R  420～500点

CD音声はMP3ファイルでダウンロードできます!

詳しくはWebへ

※英検の試験対策を目的とした講座ではありません。

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

ビジネスの場面で使う頻度の高い「英文Eメール」
の基本フレーズを、機能別・目的別に集めた
eText（電子書籍）です。

特 典特 典

本コースは、公益財団法人
日本英語検定協会の提携
コースです。修了証書は日
本英語検定協会が発行し、
本学から提供します。

※映像講義ファイルをダウンロードする際は、WindowsXP以降のOS、
WMV形式対応の再生ソフト（WindowsMediaPlayer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。

※映像講義視聴での推奨ブラウザはInternet Explorer6.0以上、
Firefox2.0以上です。これら以外のブラウザには対応しておりません。
また、スマートフォンでのご利用は保証しておりません。

T1M2

実用英語講座 3級クラス
日常生活で求められる基礎レベルの英語力を養う

●英語を思い出しながら、確実に「使える」力の獲得を目指します。日常
会話や日常の話題を「話せる・聞き取れる」実感を手に入れることがで
きます。

●ロール・プレイングで覚えた文やフレーズを自然に発することができるよ
うになり、コミュニケーション力が着実にアップします。

●任意提出課題では、あなたが書いた英作文を熟練した専任講師が添削し
ます。自習では補いきれない英作文学習の成果を得ることができます。

受講期間：3か月   受講料：16,500円（税込）

文部科学省認定講座

DAY1（聞く）
DAY2（話す）

DAY3（読む）
DAY4（書く）

DAY5
（リアルライフ・リスニング/リーディング）

BOOK1
標準学習期間

1か月

BOOK2
標準学習期間

1か月

BOOK3
標準学習期間

1か月

趣味・嗜好
勧誘
紹介
食事
行き方を尋ねる
チケット購入
買い物
病状・症状
会議の設定
天気
コンピューター
予約の変更

好みと理由
週末の過ごし方
伝説のスポーツ選手
和食文化
ロンドンの地下鉄
アカデミー賞
クレームと返品
アメリカの保険制度
ビジネス上の心構え
トルネード
動画共有サイト
アメリカの標準時間

社内放送／ポスター
館内放送／メール
選手紹介／対戦結果表
メニュー／メニュー
乗り換え情報／路線図
上映情報／上映情報
迷子やセールのお知らせ／迷子やセールのお知らせ
外来時間のお知らせ／処方箋
留守電のメッセージ／メッセージ
天気予報／はがき
人気アプリに関する情報／テレビ番組表
アダプターの説明／宿泊カード

１
２
３
４
５
６
７
８
９

１０
１１
１２

W
E
E
K

●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）
 （講師添削型　Web提出可）・・・３回
●任意提出課題・・・３回
●ＣＤ・・・４枚（MP3音声ダウンロード可）
●別冊eText（電子書籍）
　『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』
●映像講義（ダウンロード可）

成
構
材
教

ねらい
と特色

200 300 400 500 600 700 800 900<講座レベル>
英検４級以上

TOEIC®L＆R  270̃420点

CD音声はMP3ファイルでダウンロードできます!
。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ

詳しくはWebへ

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

ビジネスの場面で使う頻度の高い「英文Eメール」
の基本フレーズを、機能別・目的別に集めた
eText（電子書籍）です。

特 典特 典

本コースは、公益財団法人
日本英語検定協会の提携
コースです。修了証書は日
本英語検定協会が発行し、
本学から提供します。

※映像講義ファイルをダウンロードする際は、WindowsXP以降のOS、
WMV形式対応の再生ソフト（WindowsMediaPlayer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。

※映像講義視聴での推奨ブラウザはInternet Explorer6.0以上、
Firefox2.0以上です。これら以外のブラウザには対応しておりません。
また、スマートフォンでのご利用は保証しておりません。

※英検の試験対策を目的とした講座ではありません。
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T1J2 ※英検の試験対策を目的とした講座ではありません。

実用英語講座 準1級クラス
社会性の高い話題に対応できる英語力を養う

●歴史や文化など世界共通の多岐に渡る題材を通し、社会性の高いさまざ
まな場面においても、自信を持って対応できる知識と英語力を身につけ
ます。

●ナチュラルスピードの英語をほぼ完璧に「聞き取る力」、国際舞台でも物怖じ
しない「会話力」、また社会性の高い話題に対応できる「英文読解力」を養成し
ます。

●任意提出課題では、あなたが書いた英作文を熟練したネイティブ講師が添
削指導しますので、英作文力強化につなげることができます。

受講期間：3か月   受講料：26,400円（税込）

文部科学省認定講座

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）

BOOK1
標準学習期間

1か月

BOOK2
標準学習期間

1か月

BOOK3
標準学習期間

1か月

男女の脳構造の違い
アメリカのサッカー人気
名器ストラディバリウス
インターネット依存
ベニスの歴史
ドラッカーマネジメント哲学
アメリカの多様性
夏目漱石イギリス留学
ルネッサンス時代
中央銀行のしくみ
科学の発見
ローマ帝国の歴史

W1～4
手紙やメールの返信

・個人レベルと
ビジネスシーン

W5～8
手紙やメールから発信

・個人レベルと
ビジネスシーン

W9～11
・自己紹介文を書く
W12
・報告書を書く

機内アナウンスを聞く
旅行のパンフレットを読む
バスツアーでのアナウンスを聞く
新聞の社会面を読む
コンテストでのMCの話を聞く 
TV番組案内を読む
災害緊急放送を聞く
スポーツクラブのチラシを読む
公共でのスピーチを聞く
施設の注意書きを読む
インタビューを聞く
ウェブサイトのブログを読む

１
２
３
４
５
６
７
８
９

１０
１１
１２

W
E
E
K

●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）
 （講師添削型　Web提出可）・・・３回
●任意提出課題・・・３回
●ＣＤ・・・４枚（MP3音声ダウンロード可）
●別冊eText（電子書籍）
　『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』
●映像講義（ダウンロード可）

成
構
材
教

ねらい
と特色

200 300 400 500 600 700 800 900<講座レベル>
英検2級以上

TOEIC®L＆R　650～850点

CD音声はMP3ファイルでダウンロードできます!
。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ

詳しくはWebへ

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

ビジネスの場面で使う頻度の高い「英文Eメール」
の基本フレーズを、機能別・目的別に集めた
eText（電子書籍）です。

特 典特 典

本コースは、公益財団法人
日本英語検定協会の提携
コースです。修了証書は日
本英語検定協会が発行し、
本学から提供します。

※映像講義ファイルをダウンロードする際は、WindowsXP以降のOS、
WMV形式対応の再生ソフト（WindowsMediaPlayer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。

※映像講義視聴での推奨ブラウザはInternet Explorer6.0以上、
Firefox2.0以上です。これら以外のブラウザには対応しておりません。
また、スマートフォンでのご利用は保証しておりません。

T1K2 ※英検の試験対策を目的とした講座ではありません。

実用英語講座 2級クラス
社会生活で求められる実践的な英語力を養う

●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なりの意見や情報を発信できる力の獲得を目指します。

●広告やアナウンスを読んだり聞いたりする「リアルライフ・リーディング／リスニ
ング」では、楽しく学習しながら実生活で役立つ英語力をつけることができます。

●任意提出課題では、あなたが書いた英作文を熟練した専任講師が添削します。
自習では補いきれない英作文学習の成果を得ることができます。

受講期間：3か月   受講料：23,100円（税込）

文部科学省認定講座

DAY1, 2 & 3
（奇数週：会話

偶数週：パッセージの読解）
※W11・12はパッセージ・リスニング

DAY4
（ライティング）

※W11・12はRetelling

DAY5
（リアルライフ・リーディング/リスニング）

BOOK1
標準学習期間

1か月

BOOK2
標準学習期間

1か月

BOOK3
標準学習期間

1か月

買い物の会話
「ハリー・ポッターシリーズはどのように生まれたか」
助言・提案・勧誘・同意の会話

「スリランカのライオンロック」
学生生活についての会話

「バスケットボールの起源」
会社での会話

「スティックのりの発明」
話し合いで意見を述べる

「海水はなぜ塩辛いか」
音楽について（モーツァルト）
民族や文化について（マオリ）

品物を注文するメール
お礼のメール
提案・勧誘のメール
グラフや図表の説明
学校を紹介するメール
スポーツとそのルール（説明文）
打ち合わせのメール
依頼・願望を伝えるメール
意見をまとめた報告文
自然現象に関する説明文
音楽について（ビートルズ）
民族や文化について（ボルネオ）

商品広告／店内放送
ニュース／聖書の目次
施設内の掲示／放送
空港内アナウンス／案内文
語学学校の掲示物／説明会
スポーツの実況中継／ランキング表
オフィス機器の仕様書／プレゼンテーション
求人広告／ラジオ放送
会議のアジェンダ／アナウンス
商品の注意書き／ラジオ放送
コンサートのチラシ／案内放送
大学祭のポスター／放送

１
２
３
４
５
６
７
８
９

１０
１１
１２

W
E
E
K

●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）
 （講師添削型　Web提出可）・・・３回
●任意提出課題・・・３回
●ＣＤ・・・４枚（MP3音声ダウンロード可）
●別冊eText（電子書籍）
　『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』
●映像講義（ダウンロード可）

成
構
材
教

ねらい
と特色

200 300 400 500 600 700 800 900<講座レベル>
英検準2級以上

TOEIC®L＆R  500̃650点

CD音声はMP3ファイルでダウンロードできます! 。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ

詳しくはWebへ

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

ビジネスの場面で使う頻度の高い「英文Eメール」
の基本フレーズを、機能別・目的別に集めた
eText（電子書籍）です。

特 典特 典

本コースは、公益財団法人
日本英語検定協会の提携
コースです。修了証書は日
本英語検定協会が発行し、
本学から提供します。

※映像講義ファイルをダウンロードする際は、WindowsXP以降のOS、
WMV形式対応の再生ソフト（WindowsMediaPlayer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。

※映像講義視聴での推奨ブラウザはInternet Explorer6.0以上、
Firefox2.0以上です。これら以外のブラウザには対応しておりません。
また、スマートフォンでのご利用は保証しておりません。
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・テキスト　3冊
・CD　7枚（MP3音声ダウンロード可）
・復習テスト（講師添削型　Web提出可）　3回
・復習用音声認識アプリ（ダウンロード可）
・瞬発トレーニングボーナストラック

（ダウンロード可）
・安河内先生の応援メッセージ動画

（ダウンロード可）
）籍書子電（txeTe冊別・

『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

オリジナル瞬発トレーニングCD☆１日20分がめやす。

スピーキング力を徹底トレーニング！
レベル1では、「話すための20の基礎文法」力を鍛えるために、文法
に則った「360の短い例文」と、実践ですぐに使える簡単な「180
の状況別定型文」を徹底学習します。

・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
オンライン英会話つきコースのみ

ON
LINE
ON
LINE

(オンライン英会話つき)コースは、公益財団法人日本英語
検定協会および株式会社レアジョブとの提携コースです。
(オンライン英会話なし)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。いずれのコースも、修了証
書は日本英語検定協会が発行し、本学から提供します。

！

B7U0/T4U1B7U0/T4U1

。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

ビジネスの場面で使う頻
度の高い「英文Eメール」
の基本フレーズを、機能
別・目 的 別 に 集 め た

。すで）籍書子電（txeTe

特 典特 典

オンラインで外国人講師のレッスンが受けられます！
㈱レアジョブのオンライン英会話レッスン「日常英会話コース月
8回プラン」(1回25分)が受けられます（在籍期間中の任意の１

か月間）。レッスンは、通信研修の教材とは別の内容ですので、目的に
合わせたものにすることも可能。外国人講師とマンツーマンで話すこと
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)

安河内哲也先生監修の「瞬発トレーニング」をMP3ファイルでもご用
意しました。

CD音声はMP3ファイルでダウンロードできます!

※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。※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）
（オンライン英会話なし）

受講期間

3か月

受講料(税込) レベル

英検4～3級
TOEIC®L＆R  250～400

27,500円

24,200円

T1I2 ※英検の試験対策を目的とした講座ではありません。

実用英語講座 1級クラス
社会性の高い幅広い話題に対応できる英語力を養う

ねらい
と特色

●社会性の高い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す。

●ナチュラルスピードの英語を完璧に「聞き取る力」、ネイティブの教養人並み
の表現力に富む「会話力」、そして社会性の高い幅広い話題に対応できる高
度な「英文読解力」を養成します。

●任意提出課題では、あなたが書いたエッセイを熟練したネイティブ講師が
添削指導しますので、英作文力を徹底的に鍛えることができます。

受講期間：3か月   受講料：29,700円（税込）

文部科学省認定講座

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）

BOOK1
標準学習期間

1か月

BOOK2
標準学習期間

1か月

BOOK3
標準学習期間

1か月

周期ゼミの謎
スタンリー・キューブリック ー完全主義者
ESLとEFL
現代フィンランド語の起源
オーランドの合意から学ぶべき教訓
自動車の都の財政破綻
不可欠なリーダーの才能
恐怖と行動
浮世絵の影響
生徒の学習到達度調査（PISA）
人間はなぜチンパンジーよりもがんになりやすいのか
なぜ企業は合併するのか

W1～4
Descriptive 
Paragraph

W5～8
Graphs, 
Tables & 
Diagrams

W9～12
Short Essay

料理番組を聞く
車の洗浄に関する記事を読む
俳優へのインタビューを聞く
デリバリーに関する記事を読む
Infomercialを聞く
F1ドライバーに関する記事を読む
旅行家へのインタビューを聞く
公募記事を読む
実業家へのインタビューを聞く
イヌの嫉妬心に関する記事を読む
冒険家へのインタビューを聞く
アンケート記事を読む

１
２
３
４
５
６
７
８
９

１０
１１
１２

W
E
E
K

●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）
 （講師添削型　Web提出可）・・・３回
●任意提出課題・・・３回
●ＣＤ・・・４枚（MP3音声ダウンロード可）
●別冊eText（電子書籍）
　『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』
●映像講義（ダウンロード可）

成
構
材
教

200 300 400 500 600 700 800 900<講座レベル>
英検準1級以上

TOEIC®L＆R　850点以上

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

ビジネスの場面で使う頻度の高い「英文Eメール」
の基本フレーズを、機能別・目的別に集めた
eText（電子書籍）です。

特 典特 典

CD音声はMP3ファイルでダウンロードできます! 。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ

本コースは、公益財団法人
日本英語検定協会の提携
コースです。修了証書は日
本英語検定協会が発行し、
本学から提供します。

詳しくはWebへ

※映像講義ファイルをダウンロードする際は、WindowsXP以降のOS、
WMV形式対応の再生ソフト（WindowsMediaPlayer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。

※映像講義視聴での推奨ブラウザはInternet Explorer6.0以上、
Firefox2.0以上です。これら以外のブラウザには対応しておりません。
また、スマートフォンでのご利用は保証しておりません。
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・テキスト　3冊
・CD　7枚（MP3音声ダウンロード可）
・復習テスト（講師添削型　Web提出可）　3回
・復習用音声認識アプリ（ダウンロード可）
・瞬発トレーニングボーナストラック

（ダウンロード可）
・安河内先生の応援メッセージ動画

（ダウンロード可）
）籍書子電（txeTe冊別・

『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

オリジナル瞬発トレーニングCD☆１日20分がめやす。

スピーキング力を徹底トレーニング！
レベル3では、「話すための応用文法24」とそれに則った「360の例文」、
そして実践ですぐに使える簡単な「180の状況別定型文」を徹底的に学習し
ます。

「瞬発スピーキング  レベル2」を修了して、さらに
話す内容を充実させたい
スピーキングの応用力を身につけたい

(オンライン英会話つき)コースは、公益財団法人日本英語
検定協会および株式会社レアジョブとの提携コースです。
(オンライン英会話なし)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。いずれのコースも、修了証
書は日本英語検定協会が発行し、本学から提供します。

・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
オンライン英会話つきコースのみ

ON
LINE
ON
LINE

！

B7W0/T5J1B7W0/T5J1

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

ビジネスの場面で使う頻
度の高い「英文Eメール」
の基本フレーズを、機能
別・目的別に集めた

。すで）籍書子電（txeTe

特 典特 典

オンラインで外国人講師のレッスンが受けられます！
㈱レアジョブのオンライン英会話レッスン「日常英会話コース月
8回プラン」(1回25分)が受けられます（在籍期間中の任意の１

か月間）。レッスンは、通信研修の教材とは別の内容ですので、目的に
合わせたものにすることも可能。外国人講師とマンツーマンで話すこと
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)

安河内哲也先生監修の「瞬発トレーニング」をMP3ファイルでもご用
意しました。

CD音声はMP3ファイルでダウンロードできます!

。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ

※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。※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）
（オンライン英会話なし）

受講期間

3か月

受講料(税込) レベル

英検準2～2級
TOEIC®L＆R 450～600

27,500円

24,200円

・テキスト　3冊
・CD　7枚（MP3音声ダウンロード可）
・復習テスト（講師添削型　Web提出可）　3回
・復習用音声認識アプリ（ダウンロード可）
・瞬発トレーニングボーナストラック

（ダウンロード可）
・安河内先生の応援メッセージ動画

（ダウンロード可）
）籍書子電（txeTe冊別・

『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

オリジナル瞬発トレーニングCD☆１日20分がめやす。

スピーキング力を徹底トレーニング！
レベル2では「24の発話意図」とそれに則った「360の例文」、そして
実践ですぐに使える簡単な「180の状況別定型文」を徹底学習します。

英単語はある程度知っているが、なかなか話せない
他にもいろいろ試したが効果を感じられなかった
レベル1は修了したのでその次に進みたい

(オンライン英会話つき)コースは、公益財団法人日本英語
検定協会および株式会社レアジョブとの提携コースです。
(オンライン英会話なし)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。いずれのコースも、修了証
書は日本英語検定協会が発行し、本学から提供します。

・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
オンライン英会話つきコースのみ

ON
LINE
ON
LINE

！

B7V0/T4V1B7V0/T4V1

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

ビジネスの場面で使う頻
度の高い「英文Eメール」
の基本フレーズを、機能
別・目的別に集めた

。すで）籍書子電（txeTe

特 典特 典

㈱レアジョブのオンライン英会話レッスン「日常英会話コース月
8回プラン」(1回25分)が受けられます（在籍期間中の任意の１

か月間）。レッスンは、通信研修の教材とは別の内容ですので、目的に
合わせたものにすることも可能。外国人講師とマンツーマンで話すこと
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)

安河内哲也先生監修の「瞬発トレーニング」をMP3ファイルでもご用
意しました。

CD音声はMP3ファイルでダウンロードできます!

オンラインで外国人講師のレッスンが受けられます！

。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ

※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。※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）
（オンライン英会話なし）

受講期間

3か月

受講料(税込) レベル

英検3～準2級
TOEIC®L＆R 350～500

27,500円

24,200円
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・テキスト　3冊

・CD　7枚（MP3音声ダウンロード可）

・復習テスト（講師添削型　Web提出可）　3回

）籍書子電（txeTe冊別・
『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

オリジナルCDトレーニング☆１日20分がめやす。

(オンライン英会話つき)コースは、公益財団法人日本英語
検定協会および株式会社レアジョブとの提携コースです。
(オンライン英会話なし)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。いずれのコースも、修了証
書は日本英語検定協会が発行し、本学から提供します。

！

「耳楽（みみらく）CD」で楽しくトレーニング！
通勤中などのスキマ時間には、テキストを見ないで聞き流せる
「耳楽CD」を。英文スピードは2段階。

・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
オンライン英会話つきコースのみ

ON
LINE
ON
LINE

英語を、聞き取ると同時に理解できるようになりたい
リスニングの基礎力と応用力を身につけたい

B7Y0/T4Y1B7Y0/T4Y1

「耳学（みみがく）CD」でしっかりトレーニング！
テキストを見ながら問題形式の課題に取り組む「耳学CD」で
リスニングテストにも強くなる。

ねらいと特色

CD音声は
MP3ファイルでダウンロードできます!

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

ビジネスの場面で使う頻
度の高い「英文Eメール」
の基本フレーズを、機能
別・目 的 別 に 集 め た

。すで）籍書子電（txeTe

特 典特 典

オンラインで外国人講師のレッスンが受けられます！
㈱レアジョブのオンライン英会話レッスン「日常英会話コース月
8回プラン」(1回25分)が受けられます（在籍期間中の任意の１

か月間）。レッスンは、通信研修の教材とは別の内容ですので、目的に
合わせたものにすることも可能。外国人講師とマンツーマンで話すこと
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)

※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。※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。

。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ

（オンライン英会話つき）
（オンライン英会話なし）

受講期間

3か月

受講料(税込) レベル

27,500円
24,200円

英検3～準２級
TOEIC®L&R  350～500

・テキスト　3冊
・CD　7枚（MP3音声ダウンロード可）

・復習テスト（講師添削型　Web提出可）　3回
）籍書子電（txeTe冊別・

『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

オリジナルCDトレーニング☆１日20分がめやす。

読めばわかる英語も、聞き取ることができない
リスニングの基礎力を身につけたい

(オンライン英会話つき)コースは、公益財団法人日本英語
検定協会および株式会社レアジョブとの提携コースです。
(オンライン英会話なし)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。いずれのコースも、修了証
書は日本英語検定協会が発行し、本学から提供します。

！

「耳楽（みみらく）CD」で楽しくトレーニング！
通勤中などのスキマ時間には、テキストを見ないで聞き流せる
「耳楽CD」を。英文スピードは2段階。

・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
オンライン英会話つきコースのみ

ON
LINE
ON
LINE

B7X0/T4X1B7X0/T4X1

「耳学（みみがく）CD」でしっかりトレーニング！
テキストを見ながら問題形式の課題に取り組む「耳学CD」で
リスニングテストにも強くなる。

ねらいと特色

CD音声は
MP3ファイルでダウンロードできます!

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

ビジネスの場面で使う頻
度の高い「英文Eメール」
の基本フレーズを、機能
別・目 的 別 に 集 め た

。すで）籍書子電（txeTe

特 典特 典

オンラインで外国人講師のレッスンが受けられます！
㈱レアジョブのオンライン英会話レッスン「日常英会話コース月
8回プラン」(1回25分)が受けられます（在籍期間中の任意の１

か月間）。レッスンは、通信研修の教材とは別の内容ですので、目的に
合わせたものにすることも可能。外国人講師とマンツーマンで話すこと
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)

。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ

※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。※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）
（オンライン英会話なし）

受講期間

3か月

受講料(税込) レベル

27,500円
24,200円

英検4～3級
TOEIC®L＆R  250～400
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C3B0

受講期間：2か月

受講料：8,800円（税込）

手帳に予定や備忘録を書き込む手軽さで、
毎日1文、英語をオリジナル手帳に書いて身につける！
●社会人が取り組みやすいスタイルで、ライティングの

スキルを身につけるコースです。
●英文ライティングの基礎を単語レベルから学びます。

●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。

●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）

講座レベル
英検　4～3級

TOEIC®L&R 350点以下

200 300 400 500 600 700 800 900

・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）
・任意提出課題　1回
・復習テスト（講師添削型・Web提出可）　2回
・別冊eText（電子書籍）『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

テーマ

WEEK 1 スケジュールやto-doを書く

天気について書くWEEK 2

体調について書くWEEK 3

1日や1週間を振り返って書くWEEK 4

予定や目標を書くWEEK 5

好き嫌いについて書くWEEK 6

感想を一言添えて書くWEEK 7

文をどんどんつないで書くWEEK 8

ビジネスの場面で使う頻度の高い「英文Eメール」
の基本フレーズを、機能別・目的別に集めたeText
（電子書籍）です。

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集
特 典特 典

ねらい

カリキュラム

特　色

教材構成

テキストと別冊は、eText(電子書籍)での閲覧が可能です。本コースは、公益財団法人日本英語検定協会の
提携コースです。修了証書は日本英語検定協会
が発行し、本学から提供します。

詳しくはWebへ

※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。

オリジナルCDトレーニング☆１日20分がめやす。

(オンライン英会話つき)コースは、公益財団法人日本英語
検定協会および株式会社レアジョブとの提携コースです。
(オンライン英会話なし)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。いずれのコースも、修了証
書は日本英語検定協会が発行し、本学から提供します。

！

「耳楽（みみらく）CD」で楽しくトレーニング！
通勤中などのスキマ時間には、テキストを見ないで聞き流せる
「耳楽CD」を。英文スピードは2段階。

ON
LINE
ON
LINE

英語を、聞き取ると同時に理解できるようになりたい
リスニングの基礎力と応用力を身につけたい

B7Z0/T5O1B7Z0/T5O1

「耳学（みみがく）CD」でしっかりトレーニング！
テキストを見ながら問題形式の課題に取り組む「耳学CD」で
リスニングテストにも強くなる。

ねらいと特色

CD音声は
MP3ファイルでダウンロードできます!

オンラインで外国人講師のレッスンが受けられます！
㈱レアジョブのオンライン英会話レッスン「日常英会話コース月
8回プラン」(1回25分)が受けられます（在籍期間中の任意の１

か月間）。レッスンは、通信研修の教材とは別の内容ですので、目的に
合わせたものにすることも可能。外国人講師とマンツーマンで話すこと
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)

・テキスト　3冊

・CD　7枚（MP3音声ダウンロード可）

・復習テスト（講師添削型　Web提出可）　3回

）籍書子電（txeTe冊別・
『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

・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
オンライン英会話つきコースのみ

）籍書子電（txeTe冊別
すぐに使える

英文Eメールフレーズ集

ビジネスの場面で使う頻
度の高い「英文Eメール」
の基本フレーズを、機能
別・目 的 別 に 集 め た

。すで）籍書子電（txeTe

特 典特 典

。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ

※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。※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）
（オンライン英会話なし）3か月

受講料(税込) レベル

27,500円
24,200円

英検準２～２級
TOEIC®L＆R  450～600

受講期間



安心の受講のしくみ

お問い合わせ窓口・受講申し込み方法

◆講座・教材の内容について 

公益財団法人日本英語検定協会 

社会人事業部 通信教育課 

URL：https://www.eiken.or.jp/learning/ 
TEL：03-3266-6521（平日 9:30～17:00）

◆講座の申し込み方法について 

学校法人産業能率大学 総合研究所 

TEL：03-3476-3207（平日 9:30～17:00）

産業能率大学のWebサイトからお申し込みください。 

お申し込み後、７日前後で教材を発送します。

教材が届き次第、学習を開始できます。 

教材が到着後、すぐに開封して中身を確認しましょう。

在籍期間内にすべてのリポートを提出し、合格すると修了になります。 

特に優秀な成績の方には優秀修了証が発行されます。

◆受講申し込み方法 

産業能率大学のWebサイトへアクセスしてお申し込みください。 

https://www.hj.sanno.ac.jp/ps/distance-learning/

受講のお申し込み

学習スタート

リポート提出

修　了

テキストや問題集などの教材で学習を進め、１か月１リポートの提出を目安に、リポー

ト問題に取り組んでください。

・テキスト  1冊
・CD  4枚（MP3音声ダウンロード可）
・復習テスト（講師添削型　Web提出可）  2回
・ディクテーション用非英語圏話者音声

）ドーロンウダ（
・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
・別冊eText（電子書籍）
『すぐに使える英文Eメールフレーズ集』

今日からはじめる!旅行英会話

B9A0／B9B0

ON
LINE
ON
LINE

(オンライン英会話つき)コースは、公益財団法人日本英語
検定協会および株式会社レアジョブとの提携コースです。
(オンライン英会話なし)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。いずれのコースも、修了証
書は日本英語検定協会が発行し、本学から提供します。

・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
オンライン英会話つきコースのみ

）籍書子電（txeTe冊別

すぐに使える
英文Eメールフレーズ集

ビジネスの場面で使う頻度
の高い「英文Eメール」の
基本フレーズを、機能別・
目的別に集めたeText（電
子書籍）です。

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。

●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。

特 典特 典

CD音声は
MP3ファイルでダウンロードできます!
オンラインで
外国人講師のレッスンが受けられます！

㈱レアジョブのオンライン英会話レッスン「日常英会話コース月8回プ
ラン」(1回25分)が受けられます（在籍期間中の任意の１か月間）。
レッスンは、通信研修の教材とは別の内容ですので、目的に合わせたも
のにすることも可能。外国人講師とマンツーマンで話すことで、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)

。すで能可が覧閲ので）籍書子電（txeTe、は冊別とトスキテ

Week1Week1
Day1Day1 Day2Day2 Day3Day3 Day4Day4 Day5Day5

基本表現基本表現
テーマテーマ

あいさつ・お礼あいさつ・お礼 おわび・呼び掛けおわび・呼び掛け
機内機内 入国審査入国審査

肯定・否定肯定・否定
手荷物・税関手荷物・税関
地下鉄・列車地下鉄・列車
施設・サービス施設・サービス
レストランレストラン
美術館・博物館美術館・博物館

免税免税
薬局薬局

質問・疑問質問・疑問
乗り換え乗り換え

バス・タクシーバス・タクシー
クレームクレーム

ファストフードファストフード
アクティビティーアクティビティー

支払い支払い
交通事故交通事故

依頼・希望依頼・希望
搭乗手続き搭乗手続き
レンタカーレンタカー
両替・ATM両替・ATM

カフェカフェ
写真・ビデオ写真・ビデオ

交渉交渉
対人対人

道を尋ねる道を尋ねる
チェックイン/アウトチェックイン/アウト

予約予約
観光名所観光名所
品選び品選び
病気病気

交通手段を尋ねる交通手段を尋ねる
予約予約

情報収集情報収集
観光案内所観光案内所

案内案内
盗難盗難

入国・出国入国・出国
交通交通
宿泊宿泊
食事食事
観光観光

ショッピングショッピング
トラブルトラブル

Week2Week2
Week3Week3
Week4Week4
Week5Week5
Week6Week6
Week7Week7
Week8Week8

※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。※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。

ねらいと特色

教材構成

カリキュラム

（オンライン英会話つき）
（オンライン英会話なし）

2か月

受講料(税込) レベル

16,500円
13,200円

英検4～3級
TOEIC®L&R  350以下

受講期間

- 19 -




	22日本英語検定協会_h1
	22日本英語検定協会_h2
	☆22日本英語検定協会
	22日本英語検定協会_h3
	P14722-2022

