
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

午前 10:00～11：00
※マイレージ付与なし
クーマス　キース　講師
Practice English through free conversation
on various topics as well as exploring
commonly used phrases in everyday life.

昼休み
12:00-13：00 初めての通訳

三宅　恵美　講師
【レベル：TOEIC 480～800点】
短い一文を日本語から英語に通訳することで，正しい文
法や構文を瞬時に用いられるようトレーニングします。ま
た、英語の音声を聞き、シャドーイング、サイトトランスレー
ション、逐次通訳、同時通訳の練習をします。

Cartoon Mania
早内　ジュディス　講師
【レベル：Low
Intermediate/TOEIC300点～】
We will take a look at the evolution of cartoons in
mainly English-speaking countries.
We will view some cartoons & cartoon clips,
including early Disney, The Flintsones, Road
Runner, Superheroes, The Simpsons, and discuss
various points of culture and language.

English Through Music
早内　ジュディス　講師
【レベル：TOEIC300点～】
To help students learn and understand
slang and other common expressions in
music and daily life.

リスニングTips&Training
小笠原　麻衣子　講師
【レベル：TOEIC 初級】
リスニング力を効率良く身につけるための”Tips(コツ，秘
訣)”を紹介しながら，戦略的にリスニングのトレーニング
を進めていきます。また，音の繋がりや，リズムに注目し，
英語を声に出すトレーニングを通じて英語らしい発音や
イントネーションの体得も目指しましょう。

12:50～13:50
※マイレージ付与なし
クーマス　キース　講師
Practice English through free conversation
on various topics as well as exploring
commonly used phrases in everyday life.

７・８講時
14：35-16：05 Debate

パトリック ジェフリー　講師
【レベル：TOEIC700点～】
Develop basic debating skills. Follow a formal
debate structure to debate one or two select
topics each week

ＴＯＥＩＣチャレンジコース
小笠原　麻衣子　講師
【レベル：TOEIC 400～500点目安】
テーマ別のTOEIC問題を解きながら、受講者側からの質
問に講師が答える形の参加型ワークショップです。つまず
きやすいポイントやTOEICの頻出表現などを中心に効率
良く学習を進めて行きます。TOEICエントリーコースとレ
ベルは同じくらいですが，チャレンジコースの方が扱う問
題数が２〜３割多くなっています。

ＴＯＥＩＣエントリーコース
小笠原　麻衣子　講師
【レベル：TOEIC 初級】
テーマ別のTOEIC問題を解きながら、受講者側からの質
問に講師が答える形の参加型ワークショップです。つま
ずきやすいポイントやTOEICの頻出表現などを中心に効
率良く学習を進めて行きます。

Basic Grammar
パトリック ジェフリー　講師
【レベル：TOEIC250点～】
Short lecture and examples on basic grammar
structures followed by related task based
activities.

Trending Now
早内　ジュディス　講師
【レベル：TOEIC350点～】
Students will discuss recent news.  News articles
and questions will be provided for discussion and
vocabulary practice.  The focus is on talking about
current events.

９・１０講時
16：20-17：50

Basic Medical　English
パトリック ジェフリー　講師
【レベル：TOEIC300点～】
Introduce basic industry related vocabulary,
phrases and situations with task based activities.

英語でニュースを読もう
藤滝　香織　講師
【レベル：TOEIC600点以上を目指してい
る方】
毎週興味関心のある英文記事を中心に、様々な語彙や
英語表現に触れながら英字新聞を読む。内容確認や意
見交換も行い、楽しみながら英語力を総合的に伸ばすこ
とを目指す。

Intermediate Medical English
パトリック・ジェフリー　講師
【レベル：TOEIC400点～】
Introduce intermediate level industry related
vocabulary, phrases and situations with task based
activities.

１１・１２講時
18：00-19：30

TOEFL
パトリック　ジェフリー　講師
【レベル：TOEFL70点を目指す方】
Students will practice strategies and take practice tests
for improving their iBT TOEFL scores. This course is
not only for the purpose of passing the test, it is also a
good opportunity for university students to practice
English that is academically focused.

１3・１4講時
19：40-21：10

TOEIC総合入門
藤滝　香織　講師
【レベル：TOEIC 初級レベル
550点未満目安】
テキストを使用し,ます。まずは問題のパターンと,
解き方のコツを学習します。その後,実際の問題に
取り組んでいきます。
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