【2019年度版】PASONA CAREER COLLEGE年間スケジュール

語学・東京
▼英語の基礎を学ぶ

まい

カテゴリ

対象

文法

初級

日常表現

講座名
英語初級｜苦手な英語も楽しくスタート★
基礎力UPにつながるTOEIC Bridge

＊毎回異なるテーマで開催

講座検索＆一覧

講師

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

日本人講師

2H

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

【土曜】12:00～16:00

TOEICを受験したことがない方
TOEIC400点以下

中級

TOEIC対策

TOEIC(R) TEST対策｜はじめてのTOEIC！基礎からしっかりプロに学ぶ

日本人講師

20H /24H

TOEIC対策

TOEIC(R) TEST対策｜本気で学ぶ！TOEIC600点突破

日本人講師

20H /24H

講師

時間数

日本人講師

20H /24H

日本人講師

2H

★

★

【平日】19:00～21:00

★ 【平日】19:00～21:00

★ 【土曜】12:00～16:00

★

【平日】19:00～21:00

★

6月

7月

8月

★

【平日】19:00～21:00

★

【土曜】12:00～16:00

【平日】

TOEIC450～600点をめざす方

▼英語を仕事に活かす(英文事務)
対象

カテゴリ
TOEIC対策

ビジネス英語表現

講座名
TOEIC(R) TEST対策｜英語を活かしたお仕事をめざす！TOEIC730点突破

ビジネス英語初級｜Everyday Business English(Basics)
＊毎回異なるテーマで開催

4月

5月

★

9月

10月

11月
★

★

12月

1月

2月

【平日】19:00～21:00

★

3月
★ 土曜

★

STEP1をめざす方
【めやす】

英文ビジネスメール

ビジネス英語初級｜メール作成の基礎からマナーまで（基礎編）

日本人講師

2H

英文ビジネスメール

ビジネス英語初級｜的確に伝わるメールのポイント・作成演習(実践編）

日本人講師

2H

日本人講師

2H

日本人講師

2H

★

日本人講師

2H

★

外国人講師

4H

ビジネス英語中級｜E-mail Communication

日本人講師

2H

★

TOEIC(R) TEST対策｜キャリアアップに繋がる！TOEIC850点突破

日本人講師

20H /24H

★

外国人講師

6H

★

★

★

TOEIC730点をめざす方
日々英語を使う仕事をめざす方
まずはオフィス英語の

★

★

★

★

基礎知識をインプットしたい方

来客応対

電話応対

ビジネス英語表現

STEP2をめざす方

ビジネス英語初級｜
英語での来客応対(Hospitality English)～お出迎えからお見送りまで～

ビジネス英語初級｜英語での電話応対(Telephoning)

ビジネス英語中級｜Everyday Business English(Intermediate)
＊毎回異なるテーマで開催

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

【めやす】
TOEIC780点をめざす方

英文ビジネスメール

社内定型業務をめざす方

ビジネス英語中級｜ネイティブ講師が教える！
英文ビジネスE-mail～シーン別表現と作成演習実践～

★

★

★

実践的な英語を身につけたい方
アウトプット中心に学びたい方
英文ビジネスメール

★

★

★

STEP3をめざす方
【めやす】

TOEIC対策

★

【土曜】12:00～16:00

【平日】19:00～21:00

★

【平日】19:00～21:00

TOEIC820点をめざす方
社内外非定型調整業務をめざす方
洗練された英語をめざす方
アウトプット中心に学びたい方

英文ビジネスメール

ビジネス英語上級｜
英語ネイティブ講師に学ぶ「伝わる」ビジネスメール（添削付）

★

★

★

＊★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。

語学を活かした
キャリアステップ

【2019年度版】PASONA CAREER COLLEGE講座詳細

語学・東京

※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。

▼英語の基礎を学ぶ
対象

まい

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

日常会話や基礎文法を学べる「TOEIC Bridge」を使って、文法・リスニング・リーディングを毎回異なるテーマで実施

文法
日本人講師

リスニング

初級

・英語を勉強したいが、何から始めたらいいかわからない方

・リスニング力強化・発音・自宅でできる強化法

・文法を基礎からやり直したい方、英文法学習を始めたい・おさらいしたい方

・単語を覚える・忘れない・使えるようになるコツ・自宅学習方法

・基本の英語のコミュニケーション能力を身につけたい方

・動詞の王様 be動詞

・ネイティブが話す日常的な会話を聞き取れるようになりたい方

苦手な英語も楽しくスタート★

・マルチに使える基本動詞

・講座の受講を検討していて、内容やレベルを確認したい方

会員料金：2,500円

平日19:00-21:00

基礎力UPにつながるTOEIC Bridge

・冠詞と限定詞 aとthe、someとanyなどの違いを知る

・TOEIC® L&R TESTで400点未満の方や英語学習にブランクがある方、英語が苦手な方

一般料金：3,500円

(2時間)

・柱となる 4大品詞 読める・書ける・文の構造を知る

・TOEIC Bridgeに興味がある方、いずれはTOEIC® L&R TESTを受けたいが、基礎の英語力が不足していると感じて

・時制の基本 現在形・過去形・進行形・完了形

いる方

・助動詞と未来形

・身近な日常会話から楽しく英語のステップアップをしていきたい方

英語初級

日常表現
リーディング

＜内容例＞

＊毎回異なるテーマで開催

学習法

【めやす】

・Wh疑問文とリスニング

TOEICを

・前置詞と接続詞

受験したことがない方

・TOEIC Bridgeの試験対策をしたい方

時間や場所・位置の表し方

TOEIC400点以下の方
・TOEIC受験が初めての方～400点以下の方めやす

TOEIC対策

日本人講師

・パートごとの出題傾向と解答のコツ

・TOEICでどんな問題が出るのか知りたい方、問題の構成を知りたい方

TOEIC(R) TEST対策

※初心者の方がコツをつかみやすい、Part1.2やPart5.6を重点的に行ないます

・何から勉強すればよいかわからない方

はじめてのTOEIC！基礎からしっかりプロに学ぶ

・リスニング力UPに効果の高い、音読学習法をレクチャー

・回答のコツ、効果的な学習方法を知りたい方

・毎回のレッスンでホームワークをチェックを実施し、自己学習状況を確認・サポート

・まずは点数がとれそうなパートから対策したい方

平日19:00-21:00×10回
会員料金：28,000円～33,000円

(計20時間)

一般料金：38,000円～43,000円

または

※平日/土曜開催により異なる

土曜12:00-16:00×6回
(計24時間)

※TOEIC受験経験はなくても、日常会話程度の英語力がある方は「600点突破コース」の受講も可能です

・パートごとの出題傾向と解答のコツ（各回、パート別の問題演習、攻略法⇒応用練習）
・語彙力の強化(ご自宅でのインプットと毎レッスンで語彙テスト

中級
【めやす】
TOEIC450～600点を
めざす方

・公式問題を使用し、実践演習を通じてテスト感覚を養う

TOEIC対策

日本人講師

TOEIC(R) TEST対策｜本気で学ぶ！TOEIC600点突破

・リスニング力UPに効果の高い、音読学習法をレクチャー(自宅でのトレーニング成果をレッスン内で確認)
・自己学習サポート：学習ダイアリーの導入（講師のチェック＆必要に応じ学習アドバイス）
※毎回の講座で【単語テスト／音読Check】があります。
※講座の間にHOMEWORKが出ます。

語学・東京

・TOEIC600点突破を目指している方(現在450～600点の方めやす）
※既にTOEIC600点以上の方でも効果はございますので、ご受講可能です。
※TOEIC受験経験はなくても、日常会話程度の英語力の方は受講可能です
・短期間で集中してスコアアップを目指したい方
・自己学習では甘えてしまい、ついつい怠けてしまう方
・本気でスコアアップしたい方

平日19:00-21:00×10回
会員料金：32,000円～37,000円

(計20時間)

一般料金：42,000円～49,000円

または

※平日/土曜開催により異なる

土曜12:00-16:00×6回
(計24時間)
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語学・東京

※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。

▼英語を仕事に活かす(英文事務)
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

・パートごとの出題傾向と解答のコツ（各回、パート別の問題演習、解答法の解説）

TOEIC対策

日本人講師

TOEIC(R) TEST対策
英語を活かしたお仕事をめざす！TOEIC730点突破

・公式問題を使用し、実践演習を通じてスコアアップ

・TOEIC730点突破を目指している方(現在600～750点の方めやす）

・リーディングスピードをアップさせるコツ

※ブランクがある方、点数が取れても会話に自信が無い方もご参加いただけます。

・リスニング力UPに効果の高い「音読学習法」をレクチャー(自宅でのトレーニング成果をレッスン内で音読チェック)

・短期間で集中してスコアアップを目指したい方

・語彙力の強化(自宅でのインプットと毎レッスンで語彙テスト)

・仕事に活かせる語学力を身につけたい方

・自己学習サポート：学習ダイアリーの導入（講師のチェック＆必要に応じ学習アドバイス）

・感覚の英語ではなく、しっかりと文法を身につけたい方

※毎回の講座で【単語テスト／音読Check】があります。

・自己学習では甘えてしまい、ついつい怠けてしまう方

平日19:00-21:00×10回
会員料金：37,000円～43,000円

(計20時間)

一般料金：47,000円～55,000円

または

※平日/土曜開催により異なる

土曜12:00-16:00×6回
(計24時間)

※1日平均30分～1時間程度自己学習時間を確保いただくと、より効果的

ビジネス英語表現

日本人講師

オフィスでの基本の英語表現を、毎回異なるテーマで実施

・オフィス英会話にチャレンジしたい、今後英語を使った仕事に挑戦したい方

＜内容例＞

・TOEIC400点以上の方（日常的な場面であれば、相手の意図を何とか理解し対応できるレベル）

ビジネス英語初級｜Everyday Business English(Basics)

・スマートな自己紹介、社員紹介

＊毎回異なるテーマで開催

・オフィス案内 （お迎えからお見送りまでバーチャル案内）

・ビジネスシーンでの英語力に自信がない方

・社内英語（チャット、短いメール）簡潔で短い文章作成方法

・日常英会話から、ビジネス英会話へレベルアップしたい方

・状況に応じた表現・伝え方

※既にビジネスで英語を使っていらっしゃる方も復習として受講いただけます

※受験したことがない方も歓迎

会員料金：2,500円

平日19:00-21:00

一般料金：3,500円

(2時間)

・今後英語を使った仕事に就きたいと考えている方

会員料金：2,500円

平日19:00-21:00

・現在仕事で英語でメールをする機会がある方、復習したい方

一般料金：3,500円

(2時間)

会員料金：2,500円

平日19:00-21:00

一般料金：3,500円

(2時間)

会員料金：2,500円

平日19:00-21:00

一般料金：3,500円

(2時間)

基礎の復習・電話マナー講座として活用ください

会員料金：2,500円

平日19:00-21:00

・今後英語を使った仕事に就きたいと考えている方

一般料金：3,500円

(2時間)

・まずは日本人講師から英文ビジネスe-mailの基本を学びたい方

STEP1をめざす方
【めやす】
TOEIC730点をめざす方

英文ビジネスメール

日本人講師

ビジネス英語初級
メール作成の基礎からマナーまで（基礎編）

・メール作成のマナー、エチケット、全体構成、効果的なe-mailの書き方とコツ
・件名のつけ方、敬辞表現、本文の基本、本文の書き出し、結びの文章、結辞表現、署名欄
・ビジネスメールでよく使われる略語

・独学で学んできたため、きちんと学んでみたい方
※英文ビジネスe-mailを使う必要のある方であれば、どなたでもご参加いただけます。

日々英語を使う仕事を
めざす方

・まずは日本人講師から英文ビジネスe-mailの基本を学びたい方
・的確に伝わる英文ビジネス E-mailとは

まずはオフィス英語の
基礎知識をインプットしたい方

・ビジネスマナーとして丁寧な表現を知っておきたい方

英文ビジネスメール

日本人講師

ビジネス英語初級
的確に伝わるメールのポイント・作成演習(実践編）

・ビジネスマナーとして丁寧な表現を知っておきたい方

押さえておくべき6つのポイント

・今後英語を使った仕事に就きたいと考えている方

メール作成のポイント、全体構成、効果的なe-mail書き方とコツ

・現在仕事で英語でメールをする機会がある方、復習したい方

・ビジネスシーン別

英文E-mail作成演習

依頼、通知、請求・問い合 請求・問い合 わせ、確認、 報告

・独学で学んできたため、きちんと学んでみたい方
※英文ビジネスe-mail「基礎編」とあわせてのご受講がおすすめですが、
実践練習を希望される方は「実践編」のみの受講も可能です。
・TOEIC400点～650点の方めやす

ビジネス英語表現

日本人講師

ビジネス英語初級

・Hospitality English 心構え、必須9 つのフレーズ

英語での来客応対(Hospitality English)

・来客応対の流れ

～お出迎えからお見送りまで～

到着、迎える、案内する、入室後、見送る

※既にビジネスで英語を使っている方は、
基礎の復習や英語でホスピタリティを学ぶ講座として活用ください
・今後英語を使った仕事に就きたいと考えている方
・現在来客応対をする機会があり、正しい表現を学びたい方
・丁寧な来客応対の表現を日本人講師から学びたい方

・英語電話応対の心構え
・電話応対表現
電話を受ける、名乗る、挨拶する、相手の会社名、名前、用件を確認する、など
取り次ぐ、他の人に代わる/自分が出る、代わる

ビジネス英語表現

日本人講師

ビジネス英語初級｜英語での電話応対(Telephoning)

電話をかける、相手を呼び出す、取次いでもらう、相手が不在、など
電話を切る
・よく理解できない時の対応
・話が込み入ってきた時の対応
・ListeningTraining

語学・東京

・TOEIC400点～650点の方めやす
※既にビジネスで英語を使っている方は、

・現在英語で電話を取る機会があり、正しい表現を学びたい方
・丁寧な電話応対の表現を日本人講師から学びたい方
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語学・東京

※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。

▼英語を仕事に活かす(英文事務)
対象

カテゴリ

ビジネス英語表現

講師

日本人講師

講座名

ビジネス英語中級｜Everyday Business English(Intermediate)
＊毎回異なるテーマで開催

STEP2をめざす方

状況に応じてスピーディーに英語を使えるようになりたい方のためのビジネス英語中級レッスン

・TOEIC600点～800点程度の方めやす

毎回異なるテーマで実施

※600点未満（500点以上推奨）の方でもご受講いただけます。
※800点以上の方でも、実際に仕事で英語を話す機会が少ない方や、英語でのコミュニケーションに課題を抱えてい

料金

時間数

会員料金：2,500円

平日19:00-21:00

一般料金：3,500円

(2時間)

会員料金：6,000円

平日19:00-21:00×2回

一般料金：8,000円

(計4時間)

・メールを書くスピード・内容をブラッシュアップされたい方、英文Eメールのテクニックを学びたい方

会員料金：3,000円

平日19:00-21:00

・英文メールを書く際に日本語を直訳したり、口語の英語を使用したりしてしまう方

一般料金：4,000円

(2時間)

＜内容例＞

る方におすすめの内容です。

・状況に応じた表現・伝え方

・現在職場で英語を使用していて、対応に自信をもちたい方

・電話やメールですぐに使える ボキャブラリー&フレーズを体で覚える

・英語を使ってスピーディーに対応できるようになりたい方

・Back to Basic：助動詞と時制を見直して豊かな表現力を身につける

・職場でのリアルな英語表現を学びたい方、スピーキングの練習や英語で話す訓練の機会が欲しい方

・英文ビジネスEメールの基本
基本構造とルール、件名の書き方、書き出しとクロージング

TOEIC780点をめざす方

ビジネス英語中級｜ネイティブ講師が教える！
英語を使用した

こんな人におすすめ

第１回

【めやす】

社内定型業務をめざす方

主な講座内容

英文ビジネスメール

外国人講師

英文ビジネスE-mail～シーン別表現と作成演習実践～

実践的な英語を身につけたい方

・シーン別 Eメールの書き方・実践練習
Eメールの基本構造、丁寧な表現でのフレーズ例、演習問題（依頼する、返信する、感謝を伝える）

・仕事でEメールを使用されている方、TOEIC650点～800点の方めやす
・シーン別に英文ビジネスEメールのパターンに慣れたい方、メール作成の練習をしたい方

第２回

・社内での英文メール送受信に自身をもちたい方

・フォーマル・インフォーマルな表現の違い

・英語特有の感覚や表現をネイティブから学びたい方

・シーン別 Eメールの書き方・実践練習

・日常だと英語に関するフィードバックを受ける機会がなく、正しい表現を学びたい方

Eメールの基本構造、丁寧な表現でのフレーズ例
演習問題（不都合や苦情を丁寧に伝える、謝罪する*社内)

アウトプット中心に学びたい方

・社内メール（カジュアルな形式）の書き方・実践練習

・すでに仕事で日本語・英語のビジネスEメールを使用されている方（TOEIC650～800点の方めやす）
・英文メールを書く際に重要な、ビジネスパーソンとしての心構え

英文ビジネスメール

日本人講師

ビジネス英語中級｜E-mail Communication

・説得力があり、品格も兼ね備えたプロフェッショナルなメールの書き方
・ケーススタディ・作成練習

・グローバルな職場の状況別にメール作成の練習をしたい方、フィードバックが欲しい方

・外資系企業で働きたい方、外資系企業での就業が決まっている方
・海外支店や多国籍の同僚のいる職場で働きたい方

・パートごとの出題傾向と解答のコツを学ぶ（各回、パート別の問題演習、解答法の解説）
※850点突破のために重要な"Part7"には、特に重点を置いて強化。速読法も伝授

TOEIC対策

日本人講師

STEP3をめざす方

・時間を測って実践演習に繰り返し取り組み、情報処理スピードをアップ

・TOEIC850点突破を目指している方(現在750～850点の方がめやす）

TOEIC(R) TEST対策

・リスニング力UPに効果の高い「音読学習法」をレクチャー(自宅でのトレーニング成果をレッスン内で音読チェック)

・短期間で集中してスコアアップを目指したい方

キャリアアップに繋がる！TOEIC850点突破

・語彙力の強化(自宅でのインプットと毎レッスンで語彙テスト)

・長文読解が苦手で点数に伸び悩んでいる方

・自己学習サポート：学習ダイアリーの導入（講師のチェック＆必要に応じ学習アドバイス）

・さらなるスコアアップを目指すために、どんな学習が効果的なのか知りたい方

【めやす】

平日19:00-21:00×10回
会員料金：36,000円～42,000円

(計20時間)

一般料金：46,000円～54,000円

または

※平日/土曜開催により異なる

土曜12:00-16:00×6回
(計24時間)

※毎週HOMEWORKが出ます。

TOEIC820点をめざす方

※1日平均30分～1時間程度自己学習時間を確保いただくと、より効果的

英語を使用した
社内外非定型調整業務をめざす方
洗練された英語をめざす方
・General structure <基本の英文ビジネスメール>

アウトプット中心に学びたい方

基本のメール構成をおさらいしながら、効果的なメールを書くためのポイントを学習

英文ビジネスメール

外国人講師

ビジネス英語上級
英語ネイティブ講師に学ぶ「伝わる」ビジネスメール（添削付）

・Thank you Email/Apology<気持ちが伝わるE-mail>
読み手に感謝の気持ちと謝罪を伝えるためのメールの基本構造と伝え方のポイントを学習
※レッスンにはメールの添削・フィードバックが含まれます。
※効果的に学習していただくため、Homeworkが出る場合があります。

・TOEIC750点以上の方めやす
・英語特有の感覚や表現をネイティブから学びたい方
・日常会話ではなく、ビジネスシーンで使える丁寧で正しい英語を学びたい方
・英語ネイティブ講師のE-mail添削を希望する方

平日19:00-21:00×3回
会員料金：9,000円

(計6時間)

一般料金：12,000円

または

※別途添削料400円×添削回数

土曜13:30-16:30×2回
(計6時間)

