２０２１年度 Web説明会

Information Session

Web説明会・サンプルレッスンを4月1日より
動画にて公開します。
受講生の声

2021
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申込情報

Voice of students

スピーキング力を向上させたいと思ったので
すが、一人で取り組むのは難しいと考え、こ
の講座の受講を決めました。講師が優しく、
わかりやすく、オンライン環境の難しさを理解
してくれていて安心でした。1 日 40 分のレッ
スンなので、無理なく続けられました。講座
受講後に受けた TOEIC®テストでは、150 点
ほどスコアアップしました。日常にはない「英
語を話す環境」がオンラインで手軽に受けら
れるので、おすすめです！

Application

受講までの流れ

申込前に講座ホームページより必ず募集要項をご確認ください。

Web説明会／
ガイダンス

M.T.さん

対面と変わらないクオリティのレッスンをオン
ラインで受講できます。レッスンで使用され
るスライドがとても分かりやすく、ZOOM の
コメント機能やブレイクアウトセッション機能
も使い、楽しく受講することができました。
先生の人柄の良さも魅力でした。学生同士
のディスカッションは、英語で発言すること
を難しく感じることもありましたが、使える英
語の幅が広がったと感じています。会話で
使えるスラングも教えていただき、英語コミ
ュニケーションの面白さも発見できました。

講座ホームページにて必ずご確認ください。
（日程等は上記参照）

受講登録

4/5（Mon）0：00～4/18（Sun）23：59まで
講座ホームページより登録ください。

受講料振込

4/5（Mon）～4/18（Sun）
指定の銀行口座にお振込みいただきます。

講座開講連絡

4/23（Fri）18：00までにメールでご連絡します。

時間割公開

5/7（Fri）12：00～
講座ホームページにてご確認ください。

レッスンスタート

前期
［50回］5月上旬～7月中旬

受講料（年間100 回）
本学学生

130,000円

※教材費・消費税含む。
その他入会金等追加料金は発生いたしません。

定員（先着順）

60名（最少開講人数35名）

後期
［50回］9月下旬～12月中旬

※レッスンスタート後も、
引き続き申込を受け付ける場合もございます。
受講希望の方は桜美林エクステンション資格講座カスタマーサポートセンターへ
ご相談ください。

4 月募集開始 !

学内留学～毎日話せる英会話

お問合せ先
担当部署

桜美林エクステンション
資格講座カスタマーサポートセンター
Tel：0800-100-1231
（平日10：00～17：00）

講座に関する 英会話講座サポートセンター
お問合せ
Tel：03-3836-0085
（講座運営担当） Email：e-students_support@campus-english.jp

講座ホームページ https://obirin-shikaku.acarevo.co.jp/

〈講座受託企業〉
株式会社アカデミック・レボ

オンラインだから通いやすい

身につく秘訣は「毎日」

大学授業の時間割を考慮して、曜日ごとに時間割を

レッスンだけでは
ものたりない方へ！

作成。自宅からでもキャンパスからでも、レッスンに
参加できます。学期途中で時間割変更も OK !
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びます。週1回ではなかなか定着しないことも毎日だから身につきます。

クラスは平均8 ～10名。サークル感覚で、楽しみながら続けられます。
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日本にいながら留学体験！ 毎日40 分× 年間100 回英語を英語で学

1年間のレッスン時間

受講イメージ（Ａさんの場合）
月

リーズナブルな受講料

EC

“EC” 枠なら
いつでも参加 OK ！

1/3 の費用で受講可能。受講料・教材費以外は一切かかり

ません。大学公認の学内講座だから安心です。

EC参加で
さらにお得！

1年間の受講料
60分×週１回

2880分

約1.4倍！

追加料金ナシで参加OK！
フリートークタイム

当講座

40分×週5日
（年間100回）

4000分

CUT！

20万～30万

1/2～1/3

EC参加で
さらに効果的！
一般的な英会話学校

話して学ぶカリキュラム

プロの外国人講師担任制
採 用 率 は３％！！ 英 語
指導法の有資格者、ま
たは 教 授 経 験 豊 富 な
“英語を教えるプロ” が
担当します。あなたの
頑張りを毎日チェックし
て、学期末にはレベル
評価表をお出しします。

この講座は通学型の英会話と同じように、しっかり英語を習
得したい方向けの講座です。一般的な英会話学校の 1/2 ～

毎年約30校の大学で5000名以上の
大学生が受講している人気講座です。
通学型英会話と同じプログラムで、
本気で英会話を身につけたいあなた
にぴったりの講座です。

なぜ、日本人は英語が苦手なの
でしょう？ 多くの場合、「英語の
勉強」はしていても、「英会話の
練習」が圧倒的に不足しているか
らです。実際のシチュエーション
に合わせて話す練習を繰り返し、
英会話に “慣れること” が大切です。

海外勤務

▶ ビジネスの依頼・交渉
▶ 文化・習慣の違いをふまえ問題解決
▶ 即興スピーチに挑戦

正規留学
TOEICＲ約600～

▶ 英語で就職活動の面接練習
▶ 時事問題についてディスカッション
▶ 英語で商品を売り込む

新入社員平均
TOEICＲ約500
短期留学
TOEICＲ約450～
一人で
海外旅行

当講座

▶ 電話でアポイントメントを取る
▶ 身近なニュースを英語で理解
▶ 日本人が間違いやすいカタカナ英語は ?
▶ 英語で接客、おもてなし
▶ 日本の文化を英語で説明
▶ ＲとＬの発音をマスターしよう

中級

準中級

初級

▶ 道をたずねる、
案内する
▶ ショッピング、
レストランでの会話
▶ 英語で英語を理解することに慣れよう

本気で学ぶ
オンライン英会話

上級

基礎

※開講レベルは講座ホームページ（募集要項）
にてご確認ください。

英語が出来なくても

初日は不安だったが
少人数ですぐなじめた

大丈夫！

大学で夢中に
なれるものが見つからない人

友達に誘われて

オススメです

始めたけど英語を話すのが
楽しくなった

卒業生の声
メディカルエンジニアとして、医者、薬剤師、放射線
技師などと医療現場で今、何が求められているかを
話し合い考えて形にしていくのが仕事です。海外との
プロジェクトも数多くあります。学部で 3 年間、院で 1
年間、合計 4 年間講座を受講しましたが、とにかく楽
しかったです。英語を通じて、より沢山の人と話すこ
とができれば、それだけチャンスが生まれます。世界
は 1 つの輪で、その中で何をするかという時代です。
英語はツールなので、自分のために勉強をしていって
もらえればと思います。

口から勝手に英語が

やっててよかった

でてくるようになった

継続は大切だと思った

メディカルエンジニア

吉光喜太郎さん

アルバイト先で
「ミスしていいんだ」

外国人の接客が

ということに気づいた

できた

毎日英語を話すので
自信がついた

