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Study

Support-2
Study

Support-2
StudyStudy

Support-2 勉学支援

海外体験海外体講座

Column4
大学生のチャレンジを
応援します
　大学生活は、長いようであっという間で

す。高知大学生協では、皆さんのキャリア

アップをサポートいたします。

　就職活動を始めたとき、就職したときに後

悔しないように、大学生活でいろんなことを

経験されてください。

　高知大生協では、1年生のうちにいろんな

経験をしてもらいたいという思いから、さまざ

まな“まなびの場”を提供しています。

グローバル人材を育てることを目的とし

実施する「英語コミュニケーション講座」、

これからの時代必要な英語に対する苦手

意識をなくす「超感覚TOEIC講座」、「シド

ニー異文化体験オンラインプログラム」を

提案します。
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Study
Support-2
StudyStudy

Support-2Support-2Support-2
Study

Support-2
StudyStudy

Support-2 先輩が教える　仲間と学ぶ　楽しくわかる

生協PC講座

過去の講座アンケートから

講座は楽しかったですか？

はい いいえはい いいえ

87%

はい いいえ

13%

パソコンに詳しく
なれましたか？

講師・サポーターはわかりやすく
説明していましたか？

2020年は開講できませんでしたが、2021年からオンライン講座として復活した講座
です。この講座では、大学生活に必要なレポート作成スキルやその考え方、大学生活
で使えるSurfaceに特化したスキルを学習していきます。

2019年度受講生数420名

講師・サポーターはわかりやすく

2019年度2019年度受講生数420名

2019年度受講生数

2019年度受講生数

2019年度受講生数420名420名420名

88%

はい いいえ

12%

35%35%

58%

35%35%

7%

とてもわかりやすかった わかりやすかった
わかりにくかった
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学習する内容（予定） 安心のサポート体制
大学生活では様々なイベントや行事があり、決まった日の講座に出席

できない時が出てきます。この講座では、受講できなかったという事が

ないようにオンラインで１週間に最大20コマ受講できる準備をしており

ます。20コマから１週間に1回出席できるようにサポートしていきます。

教えるのが、高知大学の先輩だから安心です。

レポートスキル レポートにはかなりの機能を使います。

段落番号、脚注、ヘッダー・フッター、別ソフトからの貼り付け、図表番号挿入、ページ番号、余白の設定　などなど

オンラインで開講いたします。※最小催行人数に達しなかった場合は、開講しません、その際はご返金いたします。

生協PC講座 商品No.87 29,800円税込27,091円本体 消費税2,709円

第1回
ガイダンス

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

大学推薦PC
オリジナル使用方法、
ノートテイキング

レポート作成機能①

レポート作成機能②

レポート作成機能③

Excel基礎

Excel応用  確認テスト

月

1限目

2限目

3限目

4限目

5限目

6限目

火 水 木 金

例

授業

授業

授業

PC講座

授業

授業
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授業
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Study
Support-2
StudyStudy

Support-2Support-2Support-2
Study

Support-2
StudyStudy

Support-2Support-2Support-2Support-2 もっと早くに知りたかった！ 新しい英語勉強法

「超」感覚TOEIC講座

「work」のイメージは【するべき役割を果たす】。
（homeworkは学生が家でするべきこと…宿題、課題）

超感覚的には…

」のイメージは【するべき役割を果たすするべき役割を果たす

超感覚的には…超感覚的には…超感覚的には…

オンラインで
講義を聞きながら
わからないところは
チャットで質問。

講師によるフォローも
しっかりしています。

どうして英語を難しいと感じていたのか？

超感覚とは、日本語を英語に訳すのではなく、英語を感覚で学ぶこと！！
この講座では難しい文法や構文ではなく、ヒトが言語を覚える過程に沿って英語を学習するので、

英語を理解するスピードがどんどん上がります！

超感覚学習法って？

どうして英語を難しいと感じていたのか？

学校での英語教育

超感覚とは、日本語を英語に訳すのではなく、英語を感覚で学ぶこと！！
この講座では難しい文法や構文ではなく、ヒトが言語を覚える過程に沿って英語を学習するので、

学校での英語教育学校での英語教育
①文法や単語を覚えることから
②日本語を英語になおす

超感覚とは、日本語を英語に訳すのではなく、英語を感覚で学ぶこと！！
この講座では難しい文法や構文ではなく、ヒトが言語を覚える過程に沿って英語を学習するので、

超感覚とは、日本語を英語に訳すのではなく、英語を感覚で学ぶこと！！
この講座では難しい文法や構文ではなく、ヒトが言語を覚える過程に沿って英語を学習するので、

①英語を聞く
②日常生活を通して言葉の感覚を知る

どうして英語を難しいと感じていたのか？

①英語を聞く
②日常生活を通して言葉の感覚を知る

本来の言語を習得する過程

例えば「work」という単語を英和辞典で調べると…
動詞だけでも

否定＋workはとても便利な表現！ ボールペンがつかない、電気がつかない、エアコンがきかない、鍵が開かない、
風邪薬がきかない、等々、いろんな意味を表すことができるよ！

勤めている1 働く2 勉強する3 機能する4
効果がある5 担当する6 操作する etc...7 出典：三省堂「ウィズダム英和辞典 第４版」

否定＋workはとても便利な表現！

超感覚超感覚

異文化
理解

超感覚

異文化
理解理解 TOEIC

こんなにたくさんの日本語訳を暗記したよね！

就職活動や、院試、将来の昇進異動時等も使われることもあるTOEIC。TOEICの演
習時間もあり、そこではTOEICのスコアを稼ぐコツを学びます。●TOEIC

英文を理解する、伝えたいことをうまく英語にするには、日本の文化、相手の文化を
知る必要があります。海外体験豊富な先生、ネイティブの先生から学びましょう。●異文化理解

高校までの英語の知識をイメージに昇華させます。そのため、知っている単語の知
らない和訳を推測できる、英語を早く読むことができるようになります。●超感覚学習法
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講座講師

田尾 昭憲 先生

受講した学生の声

僕は元々洋楽が好きで、英語、海外に対するあこがれがありまし

た。ですが、高校までなかなかテストの点数が伸びず、英語の授

業に拒否感すら覚えるようになっていました。

この講義では、日本人が日本語を自然に話せるのと同じように、

英語を自然に話せるネイティブの話し方について教えてくれたの

で、英語に対して親近感が持てるようになりました。

講座を受けた後、2年の夏にヨーロッパへ短期留学に行きました

が、自分の言いたいことを簡単な英語で話す練習を講座でしてい

たので、日常会話をするのにと

ても役立ちました。

今、僕は就職活動をしています。

最近のインターンシップでは、学

生時代の海外経験について質

問する企業も多いようです。実

際に僕も聞かれました。この講

座で英語に親しみを持ち、出来

ることなら海外体験をしておくこ

とをおすすめします。
理工学部

地球環境防災学科新４年生

田村 周平 さん

シラバス（2020年度）シラバス（2020年度）
授業内容

シラバス（2020年度）
回数

シラバス（2020年度）シラバス（2020年度）シラバス（2020年度）
授業内容

英語を英語のまま感じる『動詞の基本義』

ＴＯＥＩＣとは 訳をせず意味を瞬時に理解する
力を身につける（Ｐａｒｔ１）

ネイティブが話す本場の英語に触れる

動詞の後ろに名詞が来たら…『並びの感覚』

＊考え方を変えれば、英語も変わる

日本語と英語の違いを知る（Ｐａｒｔ２）

すべての人が持つ感覚『並べて説明』

ネイティブの考え方を身につける（Ｐａｒｔ５）

動詞からイコールを感じる『３つの軍団』

ネイティブが教える『動詞の基本義』

時間を稼ぐ！ 素早く答えを探し出す（Ｐａｒｔ６）

ＴＯＥＩＣ総合演習

時制…人間の持つ『とき』の感覚

ネイティブスピードの英語を聞き取れる（Ｐａｒｔ３）

ネイティブの英文の読み方を身につける（Ｐａｒｔ７）

ＴＯＥＩＣ総合演習＆この講座の生かし方

シラバス（2020年度）シラバス（2020年度）
授業内容回数

英語を英語のまま感じる『動詞の基本義』

ＴＯＥＩＣとは 訳をせず意味を瞬時に理解する
力を身につける力を身につける

ネイティブが話す本場の英語に触れる

動詞の後ろに名詞が来たら…『並びの感覚』

＊考え方を変えれば、英語も変わる

日本語と英語の違いを知る

すべての人が持つ感覚『並べて説明』

ネイティブの考え方を身につける

動詞からイコールを感じる『３つの軍団』

ネイティブが教える『動詞の基本義』

時間を稼ぐ！ 素早く答えを探し出す

ＴＯＥＩＣ総合演習

時制…人間の持つ『とき』の感覚

ネイティブスピードの英語を聞き取れる

ネイティブの英文の読み方を身につける

ＴＯＥＩＣ総合演習＆この講座の生かし方

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

※2021年度も同じ内容で講義予定ですが、
　変更になる場合もございます。

（ネイティブの先生の授業ではずっと

英語なので）日本語に訳さずに、英語

を英語のまま理解できるように頑張

ることができました。

今までの授業に無いくらいわかりやす

い講座です。中学、高校で勉強したど

の時間よりも英語について理解でき

た時間でした。

高校までの授業では不定詞に苦手意

識があったが、今回の講座で不定詞の

イメージがわかり、覚えることが無く

なって軽くなった。

時制があまりよくわかっていなくて嫌い

でしたが、今回の講座ですっきりした！ 

仮定法の過去形の謎が解けました！

この講座では、英語を「暗記」ではなく、「ネイティブの感覚」で学んでい

きます。英語が苦手な方でも、誰もが持っている「感覚」で学ぶからこそ、

英語の本質を掴むことが出来、TOEICの力だけでな

く、読む・書く・聞く・話すの4技能を自然と高める

ことができます。

英語を使うことができるということは、世界中の

人と話し、異文化に触れることができるというこ

とです。自身の価値観や視野を広げるきっかけ

となり、さらには大学卒業後の進路の幅を広

げる力となります。英語を使いこなしたいと

思っている人に強くおすすめします！

講座を開発、担当している
田尾先生からのコメント

期間：前期４月～７月、後期１０月～１1月
講義：１コマ９０分×全18コマ
　　 +演習回4回、オフィスアワー4回

英語コミュニケーション講座と同時申込みの方は
P.61の英語講座セットをお申し込みください。

受講料には、テキスト代、TOEIC IP受験料含む。
本講座はオンラインで実施します。
ZOOMミーティングを使用予定です。
4月に受講方法のご案内をいたします。

「超」感覚TOEIC講座

商品No.81

60,000円税込

54,546円本体

消費税5,454円

講座に追加して
自分のペースで進める演習回、

先生とお話ができる
オフィスアワーもあります。

こんな人にオススメ
英語の授業、勉強が嫌いだった
英語に苦手意識がある
英語をイチから学びなおしたい
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Study
Support-2
StudyStudy

Support-2Support-2Support-2
Study

Support-2
StudyStudy

Support-2 「受験のため」の英語から「使える」英語へ

英語コミュニケーション講座

プログラム監修

鈴木 カオル 氏

そんな大学生の

今まで英語を
勉強してきたけど、

話せるようなれない…
それは話す練習を
していないから
だったんです！

外国人と
英語で話が
できるように
なりたい。

3
国際的な

仕事選びへの
選択肢を
広げたい。

1

英語で論文を
読みたい、
研究したい。

2
海外留学を
したい。

4

米国の大学を卒業後、通訳・翻訳など英語関係の仕
事に従事。その他、さまざまな企業で英語学習教材や
プログラムの企画開発・制作を担当。通訳案内業試
験の元面接官。TOEICの実施団体で企業内研修の開
発など、TOEICの普及に携わる。また、日本初の英語
学習アドバイザー資格認定制度を企画立案。著書多
数。現在、高知大学をはじめとする中四国の大学生協
を含む、全国20大学で講座を監修。

英語学習法を知り尽くした
鈴木カオル氏が講座を監修
英語でコミュニケーションを円滑に取るためには、英語力

だけでなくコミュニケーション力が必要です。また、良好

な人間関係を構築するためには、相手の文化や習慣を尊

重し理解するための異文化間理解も重要です。当講座は、

その「コミュニケーション力」と「異文化間理解」に焦点を

当て、英語圏で求められる積極的な態度やチャレンジ精

神も育成していく英語を通して行う「グローバル人材育成

のための講座」と言えます。毎回のクラスを楽しみながら

受講していただくうちに知らず知らずに「英語コミュニケー

ション力」と「異文化間理解」を習得でき、「グローバル人

材」に求められる態度の育成も行えるように設計されてい

ます。高校までに培った英語力を生かしながら、社会で求

められる力をつけていきましょう。
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英語力向上
だけでなく、「グローバル人材」を育てます。



①体験型講座

Quick 
Response 
Program
ナチュラルスピードの
英語を聞き取ったり、
辞書なしで英語を理解できるように
コツを学びます。
そのため大学の授業や
英語論文の理解は勿論、
TOEICのスコアアップにも
つながります。

※1：講座内で実施したTOEIC IPスコアの変化です。後期開講していない年度も含みます。
また、2020年度は新型コロナウイルスの影響を受け、4月にTOEIC IPの実施ができていません。

異文化についてテキストで知る、英語を読む、聞くという座学もあ

りますが、講座のメインは体験です。オンライン実施でも受動的

な講座ではありません。

アクティビティ（英語を使ったゲーム）やスピークアウトを通して、

英語を聞く、英語で話す、英語で考える力を高めていきます。予め

話す内容を決めておくスピーチがメインではないので、相手の質

問や態度に合わせた実践力が身につきます。

また、日本人は恥ずかしくてなかなかできない、ボディランゲージ

や表情の大切さも学びます。

講座受講の流れ

②オリジナルテキスト
講座のオリジナルテキストですので、内容も大学生に合わせた

内容になっています。テキストを用いてリスニングやスピーキン

グ力を鍛え、英語圏の習慣や考え方も学びます。

テキストを使った課題（セルフスタディ）もあります。

③先輩サポータ
講座サポータとして、先輩学生が毎回の講座のフィードバック、宿

題の確認等学習面のサポートをします。

また、先輩として英語学習のアドバイスや、相談にも乗っています。

月に1回、セルフスタディ（自主学習）のサポートをメインとした勉

強会もサポータ主催で実施します。（状況に応じて対面、もしくは

オンラインで実施）

この講座のPointsこの講座のPointsここが
違う

③先輩サポータ

4月 開講ガイダンス

10月 後期ガイダンス

4～7月 TOEIC IP受験
前期講座（全10回）

10～12月 後期講座（全10回）TOEIC IP受験

8、9月
シドニー異文化体験
オンラインプログラム

夏休み課題
（オプション企画）

例年平均で

（※1）

後期講座（全10回）

オンラインプログラム

例年平均で

（※1）

30点以上
スコアアップ
しています！

2020年度
前期講座出席率

オンラインプログラムオンラインプログラム

2020年度
前期講座出席率前期講座出席率

約90％
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月

授業

授業

授業

授業

部活

部活

授業

授業

授業

授業

授業

授業

授業

1限目

2限目

3限目

4限目

5限目

6限目

火 水 木 金

放課後の時間を英語の時間に！

講座の実施時間
2021年度は2クラス開講予定。自分の履修状況に合わせてクラスを

選択していただきます。開講時間は変更になることもございます。

受講した学生の声

人文社会科学部
人文社会科学科新２年生

小島 歩生 さん

サポータより

農林海洋科学部
新３年生

川端 ひめか さん

期間：前期４月～７月、後期１０月～１２月
講義：１コマ９０分×全２０コマ

受講料には、テキスト代、TOEIC IP受験料含む。
本講座はオンラインで実施します。
月に1回の勉強会については、朝倉キャンパスにて行う
予定です。（状況によりオンラインで実施する可能性もあ
ります。）医学部の方はオンラインでも参加可能です。

英語コミュニケーション講座
商品No.82

80,000円税込

72,728円本体

消費税7,272円

皆さんは、英語が好きですか？ 将来、英語を話せるようになりたいで

すか？

英語コミュニケーション講座では、皆さんがこれまでやってきた（であ

ろう）受験で良い点を取るための英語勉強法から脱却し、一年かけて

「通じる英語」を習得していきます。そのため、この講座では、英語で

考え、話す機会がたくさん設けられています。また夏休みには、講座の

中で触れる異文化コミュニケーションを実際に体験してもらえるツ

アーもあります。最初は緊張して人前で英語を話すことが出来なくて

も、英語を話すことが楽しいと感じたり、別人のように積極的に発言

出来るようになったり、といった自分の

変化や成長を、是非体感してください。

この講座の主役は、受講生の皆さんで

す！ 一緒に講座を受講する同級生や皆

さんの学習を見守ってくれる先輩サポー

ター達と共に、「英語力」も「コミュニケー

ション力」も伸ばす一年間にしましょう。

4月に皆さんと会えることを楽しみにして

います。

Hi everyone! How’s the world been treating you?

いつでもポジティブ、講師のCandyです！

私は大学１年の時、カナダに留学しました。あまり準備もせず現地に飛び

込み、文化の違いに戸惑ったりしながら、英語力が向上する前に楽しい１年

があっという間に過ぎて帰国しました。

事前に海外の文化を知り、対応できる準備をしておけば、現地でもっとスムーズな

コミュニケーションがとれ、より英語が吸収しやすかったのではないかと思います。

あの時この講座があれば、私は間違いなく留学する前に受講していたでしょう。

また、英語圏に住めば自然にペラペラ！は大間違いで、「いかに英語環境を

つくるか」が一番大切だという事も実感しまし

た。当講座はオンラインでそういった環境を提

供しています。英語でたくさん話し、輪を広げ、

意見シェアや発表をとおして自信につなげる

体験だけでなく、先輩サポーターによるアク

ティビティで盛り上がったり、私たち講師の海

外体験をシェアしたりするチャンスもありま

す。さあ、「世界との対話」に向けて、一緒に楽

しく学びましょう！

Let’s get started!

「超」感覚TOEIC講座と同時申込みの方は
P.61の英語講座セットをお申し込みください。

この講座は実際の体験を通して英語力を身に付けます。

私は1年生のとき、この講座を受講しました。握手やハ

グといった日本の習慣にはない体験ができ、座学だけ

でなく英語を使ったゲームをしたりと、英語力、積極

性を楽しく身に付けることができました。

この講座と、シドニーツアーを通してもっと英語力を身

に付けたい、今度は教える側になって、受講生と英語を

学びたいと思うようになり、サポータをしています。

私達と一緒に英語力を鍛え

ながら、異文化についても

学び、国際コミュニケーショ

ン力を身に付けましょう！

私は英語で会話をすることが好きで、さらに英語力を高めたいと思いこ

の講座を受講しました。

日本にいると、やはり英語で話すことに躊躇してしまう人は多いと思います。私

は、自分の英語に自信を持っていないことがその原因の1つだと考えました。

この講座では、繰り返し英語で話す時間がたくさんあります。そのため、最初

は恥ずかしくても、英語で話すことにだんだん抵抗が無くなり、自信がつい

てきます。また、英語力だけでなく、先生方がテキストを通して英語圏の国の

文化についても教えて下さるので、異文化理解を深めることができます。

そして最後に、この講座は様々な学部学科の学

生が参加しています。（英語に自信が無くても）

英語力を伸ばしたいという方、他の学部学科の

人と友達になりたいという人におすすめです。

講師より

高知大学担当講師

小川 佳代 先生
高知大学担当講師

藤原 洋子 Candy
先生
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TOEIC、
英語コミュニケーション
講座を両方受けたい人は

コレ！

TOEIC、
英語コミュニケーション
講座を両方受けたい人は

コレ！

TOEIC、
英語コミュニケーション
講座を両方受けたい人は

コレ！

TOEIC、
英語コミュニケーション
講座を両方受けたい人は

コレ！

TOEIC、
英語コミュニケーション
講座を両方受けたい人は

コレ！

Oxford Graded Readersの書籍が
半年間１００冊読み放題！

３つのデバイスで
閲覧可能

洋書多読セット（電子書籍）
商品No.84 5,500円税込5,000円本体

消費税
500円

「超」感覚TOEIC講座＋英語コミュニケーション講座
＋TOEIC IP2回受験

英語講座セット

商品No.83

130,000円税込

118,182円本体

消費税11,818円

受講した学生の声

理工学部　新2年生

時田 晟希 さん

これまで私達が勉強してきた英語は、外国の人が話すような英語ではなく、勉強としての英語でした。私達が
覚えてきた単語にも、習った日本語訳以外にも様々な場面で使うことができ、それらは単語が持つ「イメージ」
を理解することで使うことができるようになります。それを学ぶことができるのが生協の英語講座です。
英語コミュニケーション講座では英語を使ってコミュニケーションをとることで、英語の実践力を身に
付けます。「超」感覚TOEIC講座では、座学で英語のイメージを学習します。
私は、最初は単におもしろそうだからという理由で講座を受講しました。今となっては今後の日常生活
や将来の仕事に大いに役に立つことだと感じています。
英語をイメージで押さえることにより、今まで理解できなかった文法も理解できるようになり、スムーズ
に英語でコミュニケーションが取れるようになりました。
また、どちらの講座も、TOEICのスコアアップに役立ちます。ぜひ皆さんにも私と同じように受講しても
らいたいです！

大学生になったら英語から解放される！ みなさん、そう思ってはいませんか？
悲しいことを言うようですが、そんなことはありません。なんなら英語はずっと日本にいたとしても、この
先一生付き合っていかなければならないものです。
将来いざ英語を使わなくてはいけなくなった時、例えば留学や旅行で言いたいことを伝えることができないな
んて、悔しくないですか？ いつか使う機会がくるなら今のうちに楽しく英語を身につける方がいいと思います。
私は今「英語コミュニケーション講座」と「『超』感覚TOEIC講座」の2つを受講していますが、大学入学
当初、私は英語が得意でも好きでもありませんでした。
それでも２つの講座を受けようと思ったのは単純に講座が楽しそうだと思ったからです。講座の紹介動画を見
て、これまでの英語の勉強とは一味違うと感じ、申込みました。私の感じたことは間違っていませんでした。
どちらの講座も高校までのひたすら単語や文法を覚えるだけの勉強法を叩き込むものではありませ
ん。「英語コミュニケーション講座」では実践的に英語を使いながら英語＝楽しいという感覚を身につ
けます。「『超』感覚TOEIC講座」では英語を感覚的に捉えるという革新的な勉強法を学びます。どちら
の講座にも共通して言えるのは、今現在の英語力がどの程度であっても、楽しく受講して“ため”になるものであるということです。
せっかく新しい環境になったのだから、色んなことに挑戦してみたいと思いませんか？ 英語は挑戦するあなたの力強いツールになる
はずです。ぜひこれらの講座を受けて、楽しく英語力を伸ばしましょう！

人文社会科学部
新2年生

三浦 美寿 さん

英語を楽しく勉強したい！

今までの英語の授業と全然違いました
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Study
Support-2
StudyStudy

Support-2Support-2Support-2
Study

Support-2
StudyStudy

Support-2 一生忘れられない、自分を変える3日間

シドニー異文化体験
オンラインプログラム

プログラム実施は８～９月上旬を予定
大学4年間は長いようで短いもの。

大学の長い夏休み（8月上旬～9月末）にかけがえのない体験をしましょう！

プログラム実施は８～９月上旬を予定プログラム実施は８～９月上旬を予定
大学4年間は長いようで短いもの。大学4年間は長いようで短いもの。大学4年間は長いようで短いもの。大学4年間は長いようで短いもの。

大学の長い夏休み（8月上旬～9月末）にかけがえのない体験をしましょう！大学の長い夏休み（8月上旬～9月末）にかけがえのない体験をしましょう！

プログラム実施は８～９月上旬を予定
大学4年間は長いようで短いもの。

大学の長い夏休み（8月上旬～9月末）にかけがえのない体験をしましょう！

日本に居ながらシドニーの
人たちと交流できる
現地学生との交流、シドニーの歴史を
学ぶツアーなど、ZOOMを使った
さまざまなプログラムを体験します

前期講座で学んだ英語を
さらにバージョンアップ
現地の経験豊富な講師から
プレゼンテーションの手法を学びます

異文化間理解を深めよう！
文化や習慣の異なる国の人たちと
円滑なコミュニケーションを取るのに
異文化間理解は不可欠です

こんな人におすすめ
●海外に行くのが難しい時期だけど、
海外体験がしたい

●講座で学んだスキルを実践的に使ってみたい
●海外の人と交流したい、海外に友達が欲しい
●海外に行ってみたいけど、少し怖い

こんな力を高めます
●コミュニケーション力
●英語処理能力
●リスニング力
●自分の意見を人に伝える力
●プレゼンテーション力

●異文化理解
●積極性
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3日間シドニーで英語漬けになろう

海外異文化体験オンラインプログラム
※「超」感覚TOEIC講座、または英語コミュニケーション講座受講生限定

商品No.85

All English
このプログラムは、現地学生や現地講師とZOOM上
で交流しながら、講座で学んだ異文化理解を深め、コ
ミュニケーションを実践するプログラムです。3日間を
通し、すべてAll Englishで実施します。

事前学習
3日間All Englishでの学びを深める
ために、事前学習を行います。予備知
識があるのとないのでは、聞き取れる
英語が全然違います。

3日間シドニーで英語漬けになろう
ALL Englishを徹底することで、前期講座で習得した英語コミュニケーション力を発揮します。

また英語で現地の講師によるPresentationの授業を受け、世界標準のプレゼン力を学びましょう。

※日程表内の開始終了時間、内容については現地の都合により変更になる場合が
　ございます。

The Landing of Captain Cook at Botany Bay,1770（1902）

Rene先生

オーストラリア建国の歴史につい
てシドニーを中心に画像を見なが
ら英語で学びます。現在のシド
ニーができるまでに何があったの
か、過去に思いを馳せましょう。

第二次世界大戦・ホロコーストを学
び、世界史の観点から、今私たちが
暮らしている世界やその情勢に考
えをめぐらしてみましょう。

現地学生による画像・映像をつかったシド
ニーの自慢スポットを案内してもらいます。

開始

10：00

終了 内容

12：00

10：00 12：00

10：00 12：00

12：00 13：00

12：00 13：00

12：00 13：00

13：00 14：30

13：00 14：20

13：00 13：30

13：30 15：00

15：10 16：00

14：40 15：30

14：30 15：30

現地英語講師による
Presentationについての授業1

現地英語講師による
Presentationについての授業2

現地英語講師による
Presentationについての授業3
総集編

学生による
スペシャル・シドニー・ツアーと
ディスカッション

現地学生を交えた
ディスカッションタイム
+プレゼンテーションタイム

ランチタイム（各自）

ランチタイム（各自）

ランチタイム（各自）

ユダヤ博物館をたずねよう

本日の振り返り

本日の振り返り

本日の振り返り

オーストラリアの歴史や
アボリジナル文化を学ぶ

1日目

2日目

3日目

現地の講師に「Presentation」に
ついての講義を受けます。

習得した「Presentation」を実践してみる。

「Presentation」についての総集編

小グループ（日本人6～8名に対して現地学生1名）に
分かれディスカッションをします。最後に一人ずつ
「Presentation」をします。

オーストラリアの歴史を学ぶ

ユダヤ博物館

シドニーツアー

38,000円税込34,546円本体
消費税3,454円

商品No.81、82、83のいずれかをお申込みされた方のみ、お申込みいただけます
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