
英会話（初級）     ネイティブ講師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【カリキュラム（初級）】 

 プログラム 内容 

1 Please call me Bath. 

◆オリエンテーション、ゴール設定 

自己紹介、他者紹介、個人情報を交換する、別れ際のあいさつ 

初対面で必ず聞かれる質問とその答え方 

Wh で始まる疑問詞の質問に強くなる－What, Where, Who を使いこなす 

2 What do you do?  

◆仕事や会社、学校をテーマとして１日の予定を語る 

人の意見を聞く、自分の意見を述べる、知っておきたいネイティブ表現 

at, in on around, until, before, after などを使い時間の表現に深みを持たせる 

3 How much is it? 

◆買い物・値段に関する表現、洋服や身の回りの持ち物の名前 

好みを伝える、比較する、意見を言う、日本と諸外国の考え方の違いを知る 

How much と Which の用法、比較の表現 

4 I really like hip-pop. 

◆音楽、映画、テレビ番組について 

好き、嫌いを上手に伝える、誘う、断る時の英語らしい表現 

What, Where, Who, What kind など様々な疑問詞を使い分ける 

5 
I come from a big 

family. 

◆家族について 

家族構成、両親や兄弟姉妹について、家族の習慣とは 

all, most, many, a lot of, some, not many, few など便利な副詞を使いこなす 

6 
How often do you 

exercise? 

◆エクササイズ、スポーツ、健康管理について 

日常行っているルーチンを語る、頻度について、自分にできる事できない事を表現する 

頻度を表す副詞 always, usually, often, sometimes, hardly ever, never 

7 We had a great time! 

◆週末や休暇の過ごし方 

以前に旅行で訪れた場所、過去に経験したことについて語る、感情の上手に表現する一般

動詞の過去（規則変化、不規則変化）の復習 

8 
What’s your 

neighborhood like? 

◆家の周り、学校や会社の地図や、行き方について 

場所について尋ねる、答える、説明する 

There is, There are, How many, How much の用法、 

数えられる名詞、数えられない名詞の違いを理解し、使い分ける 

 

日常の身近なテーマを使って、すぐに役立つ実践的な会話を学びます。レベル

別の独自のカリキュラムで、初級では基礎力を着実に養うことにフォーカスし、英

語 学 習 に お い て 必 要 な ４ 技 能 (Reading, Writing, Speaking, 

Listening)+Vocabulary を総合的に学びます。また、ウォームアップタイムとし

て英語圏の文化，日本との習慣の違いなどについても学びます。英語でのコミュ

ニケーションに重要な内容が盛りだくさんです。6 ヵ月後の「なりたい自分」をイメ

ージしてゴール設定をしてからレッスンを開始します。 



英会話（中級）     ネイティブ講師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【カリキュラム（中級】 

 プログラム 内容 

1 A time to remember 

◆オリエンテーション、ゴール設定 

自己紹介、他者紹介、個人情報の交換、幼少期の思い出 

初対面で必ず聞かれる質問と、その答え方 

  習慣を表す used to 

2 Caught in the rush 

◆交通と交通問題について 

都市の行政サービスを評価する、情報を得る・与える 

too much, fewer, less, more, not enough を使って量について細かく表現する 

Wh-question を用いた間接的な質問 

3 Time for a chance! 

◆生活スタイルの変化について 

未来のポジティブな面とネガティブな面を考える、諸外国と日本のものの捉え方の違い 

形容詞を用いた評価・比較 not…enough, too, (not) as…as 

名詞を用いた比較 not enough…, too much/many…,(not)as much as など 

4 
I’ve never heard of 

that! 

◆食べ物について 

好みについて順を追って説明する 

過去形と現在完了形、順序を表す副詞 first, then, next, after that, finally 

5 Going places 

◆休日・休暇の過ごし方について 

アドバイスを与える、計画を立てる、be going to と will を用いた未来、必要・提案を表す 

助動詞 must, need to, (don’t)have to, ought to, -‘d better など 

6 OK. No problem. 

◆英語特有の気配り表現について 

依頼する、依頼に応える、態度を保留する、丁寧に断る、謝罪する 

要望に応える will、助動詞と Would you mind…?を用いた依頼 

7 What’s this for? 

◆テクノロジーについて 

指示する、提案する、 

用途と目的を表す不定詞と動名詞、 提案を表す命令形と不定詞 

8 Let’s celebrate! 

◆祝い事、特別な出来事について 

時間の副詞節 when, after, before を使い、表現したいことをより正確に伝える 

日本語から直訳しない英語表現 

 

幅広いテーマについて英語で表現する力を養います。基礎的なコミュニケーショ

ン力を保有する中級レベルの方には、語彙を増やし伝えたい内容をできるだけ

正確に伝えることにフォーカスした独自カリキュラムを使用して、英語学習におい

て 必 要 な ４ 技 能 (Reading, Writing, Speaking, Listening)+ 

Vocabulary を総合的に学びます。また、英語特有の表現や日本語からの直

訳ではない英語らしい表現を身につけることを目標としています。6 ヵ月後の「英

語が話せる自分」をイメージしてゴール設定をしてからレッスンを開始します。 

 



英会話（上級）    ネイティブ講師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【カリキュラム（上級）】 

 プログラム 内容 

1 
That’s what friends are 

for! 

◆オリエンテーション、ゴール設定 

人の性格についての表現について、好み、同意・不同意、苦情 

主語と目的語としての発音の比較、with と用いる句+副詞節 

2 Career moves 

  ◆転職について、転職のメリット・デメリット 

  キャリアを積む、スキルを磨く、経験を活かす職種、ポテンシャル 

  主語としての動名詞句、形容詞、名詞、動詞、過去分詞との比較 

3 Could you do me a favor? 

◆フォーマル・インフォーマルな依頼について 

丁寧な依頼、直接的・間接的な依頼、自分らしい合意の仕方、断り方 

If 節と動名詞、諸外国の Yes/No の表現の仕方の違い 

4 What a story! 

◆メディア、ニュースについて 

  ニュースの捕らえ方、日本と諸外国のメディアの違い 

過去進行形と過去形の違い、過去完了形について 

5 Crossing cultures 

◆現代の異文化交流、海外旅行の移り変わりについて 

異文化体験、旅を通じて異文化を知る、海外移住、海外留学 

異文化の受け入れー諸外国と日本の状況の違い、考え方の違い 

6 What’s wrong with it? 

◆トラブルシューティング 

身の周りで起こる問題の解決策、問題解決への糸口を見つける、問題を正確に説明

する、結論を導く 

便利な単語 need を使いこなす 

7 The world we live in 

◆リスク管理 

リスクの把握、事前に対応策を考える、リスクヘッジ 

現在進行形の受身形、原因を表す前置詞 

8 Lifelong learning 

◆知識欲と好奇心 

生涯学習、勉強方法、探究心、個人的資質について 

  Would rather と would prefer の用法 

 

様々な場面において英語で適切に対応できる高い英語レベルを

目指します。アウトプットを積極的に行い、日本語からの直訳で

はない英語らしい表現で話す習慣を身に着けます。このレベルで

は話すスピードよりも内容を重視し、正確で美しい英語を話すよ

う指導いたします。ビジネスにおいても、プライベートにおいても外

国人と互角に語り合う英語力の獲得を目指します。ケーススタデ

ィでは、様々な場面、状況を想定したディスカッションを行い、対

応能力、応用力を養います。 

 


