
▼英語の基礎を学ぶ まい

対象 カテゴリ 講師 講座名 時間数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

TOEIC資格対策 日本人講師 TOEIC（R）TEST初級～目指せ400点リスニング～ 6H ★ ★

TOEIC資格対策 日本人講師 TOEIC（R）TEST初級～目指せ400点リーディング～ 6H
★

ガイダンス
★

会話・文法
外国人講師

or日本人講師
初めての英会話 1H ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

文法・リスニング 日本人講師 苦手な英語も楽しくスタート★TOEIC Bridge®対策～リスニング～ 4.5H
★

ガイダンス
★

文法・リスニング 日本人講師 苦手な英語も楽しくスタート★TOEIC Bridge®対策～リーディング～ 4.5H ★

対象 カテゴリ 講師 講座名 時間数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

TOEIC資格対策 日本人講師 TOEIC（R）TEST中級～目指せ730点リスニング～ 8H
★

ガイダンス
★

TOEIC資格対策 日本人講師 TOEIC（R）TEST中級～目指せ730点リーディング～ 8H
★

ガイダンス
★

メール 日本人講師 はじめての英文メール～定型メール～ 2H ★ ★

会話・電話応対 外国人講師 電話応対英会話～取次ぎ～ 2H ★ ★

会話 外国人講師 ビジネス英会話入門 5H
★

ガイダンス
★

★

ガイダンス
★ ★

★

ガイダンス
★

★

ガイダンス
★ ★

メール 日本人講師 英文メール　中級～非定型メール～ 2H ★ ★

会話・電話応対 日本人講師 電話応対英会話～報告・連絡～ 2H

会話 外国人講師 ビジネス英会話基礎 6H
★

ガイダンス
★

★

ガイダンス
★

★

ガイダンス
★

TOEIC資格対策 日本人講師 TOEIC（R）TEST上級～850点突破リスニング～ 8H ★ ★

TOEIC資格対策 日本人講師 TOEIC（R）TEST上級～850点突破リーディング～ 8H ★ ★

会話 外国人講師 ビジネス英会話中級 6H
★

ガイダンス
★

★

ガイダンス
★

★

ガイダンス
★

＊★印は講座開催を表しています

＊スケジュールは変更になる可能性もございます。最新の情報はパソナEVENTｓをご確認くださいませ
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英語基礎

▼英語を仕事に活かす(英文事務)

STEP1をめざす方

【めやす】

・TOEIC730点をめざす方

・日々英語を使う仕事を

めざす方

STEP3をめざす方

【めやす】

・TOEIC800点をめざす方

・英語を使用した

社内外非定型調整業務をめざす方

STEP2をめざす方

【めやす】

・TOEIC780点をめざす方

・英語を使用した

社内定型業務をめざす方

【大阪】

語学を活かした

キャリアステップ

https://www.pasona.co.jp/careerup/ow_eng/index.html


▼英語の基礎を学ぶ まい

対象 カテゴリ 講師 講座名 主な講座内容 こんな人におすすめ 料金 時間数

TOEIC資格対策 日本人講師 TOEIC（R）TEST初級～目指せ400点リスニング～

・TOEICとは？

・シャドーイングでリスニング力ＵＰ

・初トライの方が絶対に落としたくないPart1＆Part2の強化

・言い換え表現を知って語彙力の強化

・オススメドリルを使用し、練習問題にトライ

・はじめてTOEICを受ける方

・TOEIC400点突破を目指す方

会員料金：13,458円

一般料金：15,458円

土曜日14:00-15:30(1.5時間)

全4回(計6時間)

TOEIC資格対策 日本人講師 TOEIC（R）TEST初級～目指せ400点リーディング～

・TOEICとは？

・言い換え表現を知って語彙力の強化

・リーディングの解答テクニックマスター

・オススメドリルを使用し、練習問題にトライ

・はじめてTOEICを受ける方

・TOEIC400点突破を目指す方

会員料金：13,458円

一般料金：15,458円

土曜日14:00-15:30(1.5時間)

全4回(計6時間)

会話・文法

外国人講師

or

日本人講師

初めての英会話

・会話の基礎

・文法の復習

・シーン別会話レッスン

・はじめて英会話を習う方

・英語学習にブランクのある方

・中学英語で会話を上達させたい方

会員料金：2,000円

一般料金：2,500円

平日19:00-20:00(1時間)

※1コマずつ受講可

文法・リスニング 日本人講師 苦手な英語も楽しくスタート★TOEIC Bridge®対策～リスニング～

・TOEIC TESTとTOEIC Bridgeの違い

・英語の基礎の復習

　身の回りの名称・よく使う動詞の復習・文法の基礎

・練習問題にトライ

　リスニング（Part1：写真描写問題、Part2：応答問題、Part3：会話問題）

・基礎から英語学習を始めたい方

・TOEIC(R) L&R TESTに出てくる単語が難しすぎると感じる方

・いずれはTOEIC(R) L&R TESTを受けたいが、

　受験する基礎の英語力が不足していると感じている方

会員料金：10,512円

一般料金：12,012円

平日19:00-20:30(1.5時間)

全3回(4.5時間)

文法・リスニング 日本人講師 苦手な英語も楽しくスタート★TOEIC Bridge®対策～リーディング～

・TOEIC TESTとTOEIC Bridgeの違い

・英語の基礎の復習

　身の回りの名称・よく使う動詞の復習・文法の基礎

・練習問題にトライ

・基礎から英語学習を始めたい方

・TOEIC(R) L&R TESTに出てくる単語が難しすぎると感じる方

・いずれはTOEIC(R) L&R TESTを受けたいが、

　受験する基礎の英語力が不足していると感じている方

会員料金：10,512円

一般料金：12,012円
平日19:00-20:30(1.5時間)

全3回(計4.5時間)
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※内容・料金等は変更になる可能性もございます。最新の情報はパソナEVENTｓをご確認ください。

※受講料には教材費が含まれております。使用テキストの変更等により、受講料が変更となる場合がございます。

英語基礎

【大阪】

【大阪】



対象 カテゴリ 講師 講座名 主な講座内容 こんな人におすすめ 料金 時間数

TOEIC資格対策 日本人講師 TOEIC（R）TEST中級～目指せ730点リスニング～

・パートごとの出題傾向と回答のコツ

・シャドーイングでリスニング力ＵＰ

・言い換え表現を知って語彙力の強化

・700点以上を目指す方が絶対にとりこぼしたくないメール問題特訓

・公式問題を使用し、実際の問題にトライ

・TOEIC700点以上を目指す方

・中級レベルの英語力をさらにブラッシュアップされたい方

会員料金：15,024円

一般料金：17,024円

土曜日14:00-16:00(2時間)

全4回(計8時間)

TOEIC資格対策 日本人講師 TOEIC（R）TEST中級～目指せ730点リーディング～

・パートごとの出題傾向と回答のコツ

・言い換え表現を知って語彙力の強化

・長文を一度でしっかり読み取る

・700点以上を目指す方が絶対にとりこぼしたくないメール問題特訓

・公式問題を使用し、実際の問題にトライ

・TOEIC700点以上を目指す方

・中級レベルの英語力をさらにブラッシュアップされたい方

会員料金：15,024円

一般料金：17,024円

土曜日14:00-16:00(2時間)

全4回(計8時間)

メール 日本人講師 はじめての英文メール～定型メール～

・英文ビジネスメールの書式

・件名と書き出しの英語表現

・３つの基本動詞を使ってみよう

・英文ビジネスメールをわかりやすくカンタンに発信するコツ

・中学英語で英文メール作成に挑戦したい方

・英文メールを書けるようになりたい方

・将来英語を使った仕事に就きたいと考えている方

会員料金：3,000円

一般料金：4,000円
土曜日10:30-12:30(2時間)

会話・電話応対 日本人講師 電話応対英会話～取次ぎ～
・電話応対で必ず使うフレーズを覚る

　電話を受ける・取り次ぐ、電話をかける、電話を切る

・中学英語で電話応対に挑戦したい方

・英語を使った電話応対に自信を持ちたい方

・将来英語を使った仕事に就きたいと考えている方

会員料金：3,000円

一般料金：4,000円

土曜日10:30-12:30(2時間)

または

平日19:00-21:00(2時間)

会話 外国人講師 ビジネス英会話入門
・ビジネスシーンを使って、よく使うフレーズをマスター

　面接、初出社、会社説明、会議に出席する、会議の予定日を決める　など

・日常会話はなんとなくできるが、ビジネス会話には自信がない方

・今の語学力を仕事で活かしたいと考えている方

会員料金：17,131円

一般料金：20,131円

土曜日10:00-11:00

全6回(計6時間)

メール 日本人講師 英文メール　中級～非定型メール～

・非定型メール、イレギュラーな対応に挑戦

　メールでのスケジュール調整、クレーム対応、

　感謝の気持ちを伝えるメール、謝罪のメール

・基本的な文法を理解している方

・簡単な英文メール、定型メールだけでなく、

　自分で文章を作成して英文メールを送れるようになりたい方

・イレギュラーな対応に自信を持ちたい方

会員料金：3,000円

一般料金：4,000円

土曜日10:30-12:30(2時間)

または

平日19:00-21:00(2時間)

会話・電話応対 日本人講師 電話応対英会話～報告・連絡～

・イレギュラーな対応をマスター

　クレーム対応、アポイントの変更、決定事項の連絡・報告

　謝罪、感謝の気持ちを伝える

・基礎的な文法を理解している方

・仕事で英語を使用している方

・簡単な受け答えや取次ぎだけでなく、

　イレギュラーな電話対応もできるようになりたい方

会員料金：3,000円

一般料金：4,000円

土曜日10:30-12:30(2時間)

または

平日19:00-21:00(2時間)

会話 外国人講師 ビジネス英会話基礎

All English class

-First meetings

-You and Your company

-Visiting a client Visiting a client

-Business activities

-Fixing an appointment

-Requests and offers

-Company and personal history

-Making plans

-Opinions and preferences

-Directions and invitations

-Entertaining

-saying goodbye

・TOEIC700点レベルの方

・仕事で英語を使用している方
会員料金：16,996円

一般料金：19,996円

平日19:00-20:00(1時間)

全6回(計6時間)

TOEIC資格対策 日本人講師 TOEIC（R）TEST上級～850点突破リスニング～

・パートごとの出題傾向と回答のコツ

・シャドーイングでリスニング力ＵＰ

・リスニングで高得点を狙うためのPart4重点レッスン

・言い換え表現をしって語彙力の強化

・公式問題を使用し、実際の問題にトライ

・TOEIC800点以上を目指す方

・中級レベルの英語力をさらにブラッシュアップされたい方

・仕事で英語を使用している方

会員料金：15,024円

一般料金：17,024円

土曜日14:00-16:00(2時間)

全4回(8時間)

TOEIC資格対策 日本人講師 TOEIC（R）TEST上級～850点突破リーディング～

・パートごとの出題傾向と回答のコツ

・言い換え表現をしって語彙力の強化

・長文を一度でしっかり読み取る

・リーディングで高得点を狙うためのPart7重点レッスン

・公式問題を使用し、実際の問題にトライ

・TOEIC800点以上を目指す方

・中級レベルの英語力をさらにブラッシュアップされたい方

・仕事で英語を使用している方

会員料金：15,024円

一般料金：17,024円

土曜日14:00-16:00(2時間)

全4回(計8時間)

会話 外国人講師 ビジネス英会話中級

All English class

-Meeting people

-Telephoning

-Schedules and appointments

-Company perfomance

・ビジネスで英語を使っている方、使っていた方、

・ビジネス英語のさらなるレベルアップを図りたい方

・TOEIC780以上の方

会員料金：16,996円

一般料金：19,996円

平日19:00-20:00(1時間)

全6回(計6時間)

STEP3をめざす方

【めやす】

・TOEIC800点をめざす方

・英語を使用した

社内外非定型調整業務をめざす方

STEP2をめざす方

【めやす】

・TOEIC780点をめざす方

・英語を使用した

社内定型業務をめざす方

▼英語を仕事に活かす(英文事務)

STEP1をめざす方

【めやす】

・TOEIC730点をめざす方

・日々英語を使う仕事を

めざす方
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※内容・料金等は変更になる可能性もございます。最新の情報はパソナEVENTｓをご確認ください。

※受講料には教材費が含まれております。使用テキストの変更等により、受講料が変更となる場合がございます。

【大阪】


