
英会話講座 冬コース受講生募集

全10回英会話講座
１ 3東洋大学のキャンパス内で

英会話レッスンが受講できる
東洋大学のメインキャンパスである
白山キャンパスでレッスンを受講できます！

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)
①15：35 ②16：30 ③17：20 ④18：15 ⑤19：05

①9：50  ②10：40 ③11：30 ④12：15
⑤13：50 ⑥14：45 ⑦15：35 ⑧16：30 
⑨17：20 ⑩18：15 ⑪19：05

①9：50 ②10：40 ③11：30 ④12：15

●月～木曜日

●金曜日

●土曜日

2018年12月10日（月）～2019年1月7日（月）
■ 冬コース申込期間

Do you want to overcome your fears in speaking 
in English?
Do you want to build confidence and become a 
better English speaker?
Come and join me in my class where we share the 
elements of fun while you learn something 
valuable pertaining to what you need.
Be inspired in achieving your goals today.
Be motivated to speak to the world tomorrow. -Teacher Stella-

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。

▶少人数制英会話レッスンで、レベルや目的に応じてレッスン内容をカスタマイズ!!

▶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併せて受講が可能!!

▶忙しい時期は１クールお休みしてまた受講再開!!

▶入学金や施設利用料など、別途費用は必要ありません！！

※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））

（教材費込・税別）■ 受講料

ジュニア講座
（小・中・高校生）
ジュニア講座
（小・中・高校生）

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

金曜日、土曜日
午前クラスを新たに開講！
未就学児も一緒の受講もOK!



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

＜講座委託企業＞ 株式会社アチーブゴール　東京都渋谷区代々木1-2-９ アネックスビル4F
フィリピン留学・英語講師派遣・オンライン英会話 ※本講座は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提携して運営を行っています。

info@achieve-english.jp　TEL. 03-5302-2239　FAX. 03-5302-2238
講座内容、お申し込みに関するご質問は、メールまたはお電話で

お申し込みや詳細は
WEBから！

【東洋大学白山キャンパス交通アクセス】
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

【冬コース申込期間】
2018年12月10日（月）～ 2019年1月7日（月）

開講場所：甫水会館2F

日本の株式会社アチーブゴールとフィリピン留学最大手のSME校とが資本提携し、SMEAG校が誕生しました。
※2015年6月19日、NHK World「Asia Insight」の番組でSMEAG校の特集が組まれ、放映されました。  http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/tv/asiainsight/archive201506130501.html
※2016年12月10日号のAERA English に SMEAG校が紹介されました。
※2016年12月26日号 / 1月2日号の日経ビジネスに本プログラムが紹介されました。

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！

http://achieve-english.jp/special/

Toyo
Achieve English 特別講座

 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

「英語に対してアレルギ
ーがありましたが、先生
の接し方、話し方が大
変的確であり、身のあ
る受講となりました。明
るく元気な先生で気兼
ねなく質問もできよか
ったです。」 

「明るく楽しい雰囲気
でやる気を出させてく
れ、発音・文法をすぐ
直してくれるのもよか
ったです。話す機会を
増やす事が目的だっ
たのでとても満足して
います。」

「現在中学3年生ですが、高校1年生対象に学校で募集
している留学制度を活用して、オーストラリアへ2ヶ月の
留学を目指して頑張っています。母に進められて受講し
ましたが、先生がとても親切で楽しく受講できました。先
生の話していることがわからないときは、単語を変えて
教えてくれました。以前より英語に対する抵抗感がなく
なり、話せるようになったと思います。今回英検準2級に
合格しましたが、面接の練習にも役立ちました。」

「学校の英語の授業では、自ら話す機会
はあまりありませんがこの講座では毎
回いろいろなトピックについて先生と会
話しました。週1回、10回の講座でした
が新しい単語や表現も学びました。先日
受験した英検の面接でもスムーズに自
己紹介や会話ができ、講座で学んだ事
が役立ちました。」

（31歳） （60歳） （15歳）（18歳）

・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

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7日

1月8日

1月9日

1月10日

1月11日

1月12日 1月19日 1月26日 2月2日 2月9日 2月16日 2月23日 3月2日 3月9日 3月16日

1月21日

1月15日

1月16日

1月17日

1月18日

1月28日

1月22日

1月23日

1月24日

1月25日

2月4日

1月29日

1月30日

1月31日

2月1日

※

2月5日

2月6日

2月7日

2月8日

2月18日

2月12日

2月13日

2月14日

2月15日

2月25日

2月19日

2月20日

2月21日

2月22日

3月4日

2月26日

2月27日

2月28日

3月1日

3月11日

3月5日

3月6日

3月7日

3月8日

3月18日

3月12日

3月13日

3月14日

3月15日

※ 月曜クラスは2/5～2/15の間で5回目の授業を調整


