
英会話講座 冬コース受講生募集

全10回英会話講座
１ 3オンラインと対面、

選べるレッスン形式！
学校や仕事の都合に合わせて受講しやすい
レッスン形式を選べます！

ジュニア～大人まで、
ハイクオリティな講座を低価格で受講できます！

2
マンツーマン～最大4人までの受講生の中で、
とにかく話す練習をして楽しく学べます！

少人数制授業で楽しく学ぶ！ お得な受講料と充実したレッスン

※ご希望の曜日と開講時間をお選びください。

■ 開講時間(各回40分)

①9：50 ②10：40 ③11：30 ④12：15

①11：30 ②13：00 ③13：50 ④14：45 ⑤15：35
⑥16：30 ⑦17：20 ⑧18：15 ⑨19：05

●月～金曜日

●土曜日

2021年12月13日（月）～
2022年1月10日（月）

■ 冬コース申込期間

Hello, there! 
Would you like to be a competent and confident 
English speaker but having difficulty studying and 
travel abroad? 
Toyo Achieve English aims to provide high-quality 
lessons that target to improve your ability in English 
communication both in speaking and in writing 
through series of fun and interactive activities. 
Let’s start your exciting journey towards achieving 
your goals today! -Teacher Rissa-

親しみやすい講師と一緒に学ぶ
親しみやすい講師が指導にあたります。毎日の授業がきっと楽しみになるはず！
講師陣を後押しするのは、フィリピンのセブ島で2014年留学生受け入れ数、
実績No.１の語学学校を運営する企業。海外の生きた英語を学ぶチャンス！

CLT(Communicative Language Teaching) という英語教授法を用い、
スピーキング・リスニングに焦点を当てたレッスンを行います。
英語でのコミュニケーション能力を備え、レッスンの会話の中で、
正確な文法と綺麗な発音を身につける訓練を行います。

▶マンツーマン、少人数制レッスンでレベルや目的に応じてレッスン内容をカスタマイズ!!

▶幅広い時間帯から好きな時間を選んで受講可能!!

▶3ヶ月ごとにスケジュールを変更できるので、学校や仕事の都合に合わせて受講が可能!!

▶入学金や施設利用料など、別途費用は必要なし!!

※関係者（東洋大学卒業生/東洋大学付属中学・高校生/東洋大学在学生・教職員とその家族（二等親以内））
※価格には別途事務手数料がかかります。

（教材費込・税別）■ 受講料

ジュニア講座
（幼・小・中・高）
ジュニア講座
（幼・小・中・高）

一般英会話
（大学生以上）
一般英会話
（大学生以上）

対象対象 授業形態授業形態 対象対象 受講料受講料

35,000円
28,000円
20,000円
16,000円
50,000円
40,000円
30,000円
24,000円

マンツーマンマンツーマン
一般一般
関係者関係者
一般一般
関係者関係者
一般一般
関係者関係者
一般一般
関係者関係者

グループグループ

マンツーマンマンツーマン

グループグループ

冬コース（1月～3月）
※詳しいスケジュールはウェブサイトで確認ください。

■ 開講講座 ※週に1回×10回講座



【冬コース申込期間】
2021年12月13日（月）～ 2022年1月10日（月）

ウェブサイトで
講座情報をチェック！
ご質問はお気軽に
ご連絡ください。

1. お問い合わせ 2.WEBお申し込み 3. 受講料お支払い 4. 受講開始

■ お申し込みの流れ

ウェブサイトで
講座お申し込み！
お申し込み後は、

担当からご連絡致します。

受講料のお支払い後、
担当からレッスンの詳細を
お送りいたします。

レッスン当日は、
東洋大学のキャンパスへ！
いよいよ受講開始です！

 自分のレベルや希望する内容に合わせて授業をカスタマイズします！ 自分のレベルや希望する内容に合わせて授業をカスタマイズします！

受講者の声受講者の声

＊スケジュールは変更になる場合があります。最新のスケジュールは特設サイトで確認ください。■ 冬コーススケジュール

私の知らない単語も覚え
てきて、自宅でも英単語
をつぶやくことがあり成
長を感じています。『また
先生と一緒に英語を勉強
したい！  』と本人からリピ
ート受講を希望し、とても
楽しく通えています。

（9歳 保護者）

マンツーマンのため初めはレッスンについていけるの
か不安に思っていましたが、いざ受講してみると先生が
とても優しく丁寧に教えてくれ、すぐにレッスンになじむ
ことが出来ました。先生はとてもフレンドリーで、レッス
ンが毎回楽しいです。海外研修などがなくなってしまっ
たので、日本にいながら英語に触れる機会があること
は良い事だと思っています。英検勉強や学校の授業で
も、レッスンで学んだことを活かすことが出来ました。

（16歳）

初めてのオンライン受講で当初は不安
でしたが現在は慣れ満足しています。英
語を話す機会が全くない日常の中で英
語を話す機会を持つ事が出来、新しい単
語や表現を学ぶことが出来ました。先生
が都度、文章をタイピングしてくれて、板
書データをサポートデスクより送って頂
けたので復習もしやすかったです。

（59歳）

平日の夜に授業があったので
仕事終わりに受講できるのが
良かったです。マンツーマンな
ので話す時間が多く、弱点を
発見することが出来ました。丁
寧かつ分かりやすく教えてく
ださり充実したレッスンで理解
を深めることが出来ました。

・楽しみながら英語を勉強したい ・楽しみながら英語を勉強したい 
・英語を話せるようになりたい・英語を話せるようになりたい
・TOEICスコアをアップしたい・TOEICスコアをアップしたい

・外国人ボランティアをしてみたい・外国人ボランティアをしてみたい
・留学にいきたい　　　　　 など・留学にいきたい　　　　　 など

・英検に合格したい・英検に合格したい

（46歳）

アクセスについて詳細はこちらから→ http://www.toyo.ac.jp/site/access/

【東洋大学白山キャンパス交通アクセス】

【講座内容・お申込に関するお問い合せ】

都営地下鉄三田線「白山駅」または、東京メトロ南北線「本駒込駅」徒歩5分

開講場所：甫水会館2F

Toyo Achieve English 特別講座

株式会社アチーブゴール　キャンパス内留学サポートデスク

※本講座は東洋大学と東洋大学グローバルサービス株式会社と株式会社アチーブゴールが連携して運営を行っています。

（平日9：00～18：00）TEL. 03-5302-2239
info@achieve-english.jp
http://achieve-english.jp/special/

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

1月10日

1月11日

1月12日

1月13日

1月14日

1月15日 1月22日 1月29日 2月5日 2月12日 2月19日 2月26日 3月5日 3月12日 3月19日

1月17日

1月18日

1月19日

1月20日

1月21日

1月24日

1月25日

1月26日

1月27日

1月28日

1月31日

2月1日

2月2日

2月3日

2月4日

2月7日

2月8日

2月9日

2月10日

2月11日

2月14日

2月15日

2月16日

2月17日

2月18日

2月21日

2月22日

2月23日

2月24日

2月25日

2月28日

3月1日

3月2日

3月3日

3月4日

3月7日

3月8日

3月9日

3月10日

3月11日

3月14日

3月15日

3月16日

3月17日

3月18日


