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※実施日時は変更する場合がございます。講座説明会の詳細は特設ページをご確認ください。
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白山キャンパス

授業の空き時間を有効に使って自分で

スケジュールを組むことができます。
オンライン・対面の両方で質の高い
レッスンと楽しく英語を学べる環境を
提供します。

����年�月�日（木）～����年�月��日（日）

■マンツーマンレッスン
��分 半期��～��回(申込曜日で週�～最大�回)

さらに嬉しい特典！
�. リピーター割引あり！
受講料��％割引！

� 月 �� 日（金）
オンライン・対面
同時開催

■グループレッスン
��分 半期��回／通年���回（月～金曜日 毎日）

過去にToyo Achieve English本講座を受講した方は、

～

� 月 �� 日（月）

前期：����年�月��日（水）～�月��日（火）
後期：����年��月�日（木）～��月��日（水）

開講講座(選べる�講座)

全キャンパス

※別途教材費と事務手数料がかかります。教材はご自宅に郵送します。板倉キャンパスにてご受講の方は初回レッスンにてお渡しいたします。

トライアル
レッスン

����年度受講生募集！

<グループレッスン通年の場合>

��,���円⇒��,���円

�. TOEIC表彰制度あり！

なんと��,���円 もお得に！

講座受講後、受講前と比較してスコアアップ（※）した
受講生にはQuoカードをプレゼント！

新規申込の方は、オンラインまたは対面にて事前レベルチェックを実施します。

※スコアアップは半期で���点以上アップした場合

東洋大学の専用カリキュラムで、受講
料がさらにお安くなりました！

� 日目は週のまとめを行います。

初級クラスでは、自分が伝えたいことを伝えられるようになる
ことが目標です。
上級クラスでは適切な語彙や正しい文法を使い、幅広いテーマ
で議論したり発表できることを目指します。

Common Goals

Use English as a communication tool:

1. To be able to express one's own ideas and solve problems in a cross-cultural environment.
2. To develop global sense and skills needed for overseas activities and global cooperation.
3. To cultivate and heighten human values and abilities through cultural and linguistic knowledge.
4. To become brilliant globally-competent personnel.

英語を使ってグローバルに活躍する人を応援！

リピーター学生の声
社会学部�年（����年受講時）

理工学部�年（����年受講時）

受講コース ����グループ中級、
����、����マンツーマン
学 習 成 果 TOEIC���点アップ

受講コース ����グループ初級、
����マンツーマン
学 習 成 果 TOEIC���点アップ

り、その前に英語力を向上させたいと

に挑戦したいと考えていた時に学校のチラシで

伊賀 美沙希さん

小池 玲斗さん

大学在学中に留学をしたいと考えてお

私が大学に入学したばかりの頃、何か新しいこと

考えていました。継続的に一人で勉強するのは苦手だったの

講座のことを知り、一般の英会話の受講料と比べてかなり安いという

スンでは、毎日レッスンの中で他の受講者からも良い刺激を

たが、先生が真剣に楽しく会話してくれたので、
「次の授業の時は○○

で、英語学習を習慣付けるために受講しました。グループレッ
受けながら学ぶことが出来ました。マンツーマンでは、話す
時間が長く、先生が細かく指導してくださったので、苦手な

文法を重点的に学習しました。留学後も、留学で得た語学力

を維持したいと考え、再度受講しました。講座を受講したこ
とで、英語に向かう時間を習慣化できるようになり、英語字

幕のドラマや映画を観るようになり、授業以外でも積極的に

英語に触れる機会が増えました。間違えてもどんどん挑戦す
ることが英語を話す第一歩だと思います。

ことで興味を持ち、受講をしました。受講を当初は全然喋れませんでし

を話そう。あれ、でもこれはなんて英語で表現すればいいのだろう？」
と、より自主的に英語学習をすることができました。また英語はコミュ
ニケーションのためのツールであるという考えに変わり、英語学習に対
する自分の中でのハードルが下がりました。私はこの講座で出会った
友達と一緒に短期語学研修に参加しました。その研修でさらに英語学

習の仲間ができ、また海外の友達もできました。世界に羽ばたく力を得
ることで人生の選択肢も増えると思います。私はこの講座のおかげで
やりたいことが見つかりました。皆さんも挑戦してみてください。

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！
Hello achievers!
As the pace of globalization continues to increase, the use of English
language increases as well. But don’t worry! With Toyo Achieve
English, you will not be left behind!
TAE equips you with knowledge and skills necessary to survive this
fast-changing environment. We will help you develop your
communication skills in a fun and easy way! But wait, there’s more!
You want to increase your TOEIC score? We’ve got you covered!
So, what are you waiting for? Start becoming globally-competitive
individuals now!

話して学ぶ
「読む」
「書く」
「聞く」
「話す」英語の�技能を鍛えること
ができます。
その繰り返しが理解力、発話力を高める秘訣になります。
レッスン会話の中で、正確な文法と綺麗な発音を身につける
訓練も行います。

Hi everyone!
Ever noticed how the world has become more and more
interconnected?
If you do, then you may understand how important and valuable it is
to learn and speak English more than ever.
Whether your goal is to acquire cultural awareness, travel the world,
build connections, have success in business or career, or just merely
increase your TOEIC score, one thing is for sure, English language will
be your ultimate tool to reach these goals and put you ahead of the
competition.
And here’s the good news! We here at Toyo Achieve English can help
you start fulﬁlling your goals and enable yourselves to be conﬁdent
and comfortable in using the language through our engaging, fun,
and worthwhile English classes.
Join us now and be ready to expand your world and your
opportunities!
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