
■クラス説明 ※「半期講座」と記載の無い講座は通年講座です。

クラス名

11 発音トレーニング
ディラ国際語学アカデミー

所属ネイティブ
スピーカー講師

【対象レベル／英検3級以上・TOEIC®400点以上】
聴く・話す・読む・書くの全てに「よく効く」トレニーニングのクラスです。フォニックス
の手法を用いた発音トレーニングで、アルファベットひとつひとつの「本当の音」を
しっかり学びます。教材にはオリジナルCDが付属しておりますので自宅での学習
も可能です。※本講座は半期講座です。

「はじめての新TOEIC
テストトレーニング」

及びカスタマイズテキスト

　
18,000円 20名

4,240円 10回

10 NEWSで学ぶ英会話

【対象レベル／英検2～準1級程度・TOEIC®500点以上】
英文記事などから最新のトピックを取り上げ、単語や表現を覚え、文法を確認
していきます。そこから会話力へつなぐための練習も行い、スキルの向上を目指
します。

「Asahi Weekly」
及びカスタマイズテキスト

30,000円 15名

1,600円

9 気軽に楽しむ英会話

ディラ国際語学アカデミー
所属日本人講師

【対象レベル／英検3～準2級程度・TOEIC®400点～500点程度】
毎回、一つのトピックを取り上げ、海外からの訪問客に対し、日本の情報を積
極的に英語で発信する自信をつけていきます。

カスタマイズテキスト
30,000円

17回

江東区英語会話力
認定者協会（ＥＳＶＡ）所属

日本人講師

【対象レベル／英検4～3級程度・TOEIC®350点～450点程度】
海外でも日本でも役立つ、旅行中の様々な場面での英会話を、複数の日
本人講師から楽しく学びます。

「On the Go : English Skills for
Global Communication」

17,000円 20名

3,100円 16回

15名

600円 17回

23,000円 15名

400円 16回

単
科
コ
ー

ス

6 日本を伝える英会話

【対象レベル／英検3～準2級程度・TOEIC®400点～520点程度】
訪日外国人が知りたい日本文化、習慣、、マナー、食を題材として、分かりやすく簡潔
に説明できるよう、テキストを使って様々な英語表現を学びます。江東区にある有名ス
ポットも題材に組み込んでいます。

「This is Japan, Your Culture,
Your Life」 New Edition

「東京を1分間英語で案内できる本」

20,000円

レ
ベ
ル
ア
ッ

プ
コ
ー

ス

20名

4,300円 16回

7 コミュニケーション英会話

【対象レベル／英検4～準2級程度・TOEIC®350点～500点程度】
会話のやり取りの「聴く」「話す」に焦点をあて日常よく使われる表現や語彙を学び、対
話をしながら会話のプロセスを理解します。英語話者と楽しくスムースに会話できることが
目標です。

「Q:Skills for Success,
Listening and Speaking」

20,000円 20名

3,900円 16回

8 トラベル英会話

20,000円 20名

4,300円 16回

4 プレディスカッション

【対象レベル／英検準2～2級程度・TOEIC®450点～570点程度】
仕事、学校、娯楽など標準的な話し方であれば、主要な点が理解でき、日常で起こり
うる事態に対処ができるレベル。身近なことや個人的に関心のある話題について、筋の
通った表現力を身に付けます。

「LIFE 4」
Second Edition

23,000円 15名

4,300円 16回

3,400円 16回

2 基礎英会話

一般財団法人
英語教育協議会
（ＥＬＥＣ）所属

  ネイティブ・スピーカー
講師

【対象レベル英検4～3級程度・TOEIC®330点～450点程度】
相手がゆっくり話し、助けが得られるならば、簡単なやり取りをすることができるレベル。自
己紹介や過去の出来事、近い将来の予定など、日常生活で交わす簡単な会話が無
理なくできるよう学びます。

「LIFE 2」
Second Edition

20,000円

1 はじめての英会話
江東区英語会話力

認定者協会（ＥＳＶＡ）所属
日本人講師

【対象レベル／英検5～4級程度】
英会話をはじめて学習する方向けの初歩クラス。授業は複数の日本人講師が
行います。楽しみながら、英会話の基礎を学びます。

「Four Corners 1」
2nd  edition

5 ディスカッション

【対象レベル／英検2級以上・TOEIC®550点以上】
自分の専門分野の技術的な議論も含め、抽象的及び具体的な話題でも主要な内
容を大方理解できるレベル。時事問題を題材に、多種多様な英語表現を学び、高度
なコミュニケーション能力を身に付けます。

コピー教材
ELEC original materials

20名

4,300円 16回

3 中級英会話

【対象レベル／英検3～準2級程度・TOEIC®400点～520点程度】
家族情報、買い物、地元の地理、仕事など、自分に関係がある身近で日常的な事柄
について、ある程度表現・理解ができるレベル。さらに正確な英語の習得を目指すととも
に、表現の幅を広げていきます。

「LIFE 3」
Second Edition
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№ 講　師 内　容 テキスト名
受講料
教材費

定員
回数

13,600円 20名



■レベル設定　　　

クラス名 300 350 400 450 500 550 600

はじめての英会話

基礎英会話

中級英会話

プレディスカッション

ディスカッション

日本を伝える英会話

コミュニケーション英会話

トラベル英会話

気軽に楽しむ英会話
～Welcome to JAPAN～

NEWSで学ぶ英会話

発音トレーニング

300 350 400 450 500 550 600

※裏面に各クラスの詳しい説明を掲載しております。クラス説明の内容およびご自身の
 　英会話レベルをふまえて、ご希望のクラスを決定してください。

日本を伝える英会話
■対象：英検3～準2級程度
TOEIC®400点～520点程度

コミュニケーション英会話
■対象：英検4～準2級程度
TOEIC®350点～500点程度

トラベル英会話
■対象：英検4～3級程度

TOEIC®350点～450点程度
気軽に楽しむ英会話

■対象：英検3～準2級程度
TOEIC®400点～500点程度

午
前
・
午
後
・
夜
間
 

共
通

レ
ベ
ル
ア

ッ
プ
コ
ー

ス

はじめての英会話
■対象：英検5～4級程度

基礎英会話
■対象：英検4～3級程度

TOEIC®330点～450点程度
中級英会話

■対象：英検3～準2級程度
TOEIC®400点～520点程度

プレ ディスカッション
■対象：英検準2～2級程度
TOEIC®450点～570点程度

単
科
コ
ー

ス

ディスカッション
■対象：英検2級以上
TOEIC®550点以上

NEWSで学ぶ英会話
■対象：英検2級～準1級程度

TOEIC®500点以上
発音トレーニング

■対象：英検3級以上
TOEIC®400点以上

※レベルアップコースと単科コースを合わせて、第3希望までお選びいただきます。
※レベルアップコースと単科コースは同時受講が可能です。
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