東進Global
English Camp
東進
世界トップの海外名門大学生とともに5日間の国内留学体験ができ
る「東進Global English Camp」。この5日間はAll Englishでディスカッ
ションやプレゼンテーションを行います。圧倒的な「話す経験」に加
え、世界トップレベルの大学生や志の高い仲間たちと世界・自分の
将来について考える絶好の機会です。参加者からは「英語に対す
る考えが変わった」「海外の大学に進学したい」という声が寄せられ
ています。

米国留学支援制度
年2回開催している「全国統一高校生テスト」決勝大会進出者より10
名を選抜し、ハーバード大学、プリンストン大学、イエール大学進学

東進
英語４技能
対策講座

者に1人あたり総額28万ドル（4年間合計）の奨学金を給付する「米
国留学支援制度」。グローバル化が進む現在、日本の未来を担う
高校生にはぜひ海外の大学進学へも視野を広げ、卒業後は日本
代表として世界を舞台に大活躍する人財に成長してほしいと考えて
います。

表４

表１

英語を読み書きできる人から
発信できる人へ

東進

「英語4技能講座」のコンセプト
「英語 技能講座」のコンセプト

英語の新テストは、「聞く・読む・話
す・書く」の4技能を総合的に評価する
形式へ転換を進めています。特に日本
人は、TOEFL iBTにおけるSpeakingスコ
アが世界最下位と、スピーキング力強
化が大きな課題。

大学入試にとどまらない
本質的な英語学習

１

世界最高水準のシステムで
いつでもどこ
いつでもどこでもトレーニン
でもどこでもトレーニン
グ

２

ネイティブ講師の
個別指導を自宅・校舎で
個別指導を自宅・校舎で

３

スピーキング講座では、各講でアメリカネイティブスピー
カー講師とwebを通じたマンツーマンレッスンを行う「USA

英語4技能は将来グローバルに活躍するために必須の力。
オンライン」を実施。1回ごとに学んだ内容を実践し、ネイ

東進の「英語4技能対策講座」は、大学入試対策や英検®、
ティブスピーカーから直接フィードバックを受けることで、

英語を学ぶ目的は、読み書きの力を

TEAP ®、GTEC ®などの外部試験対策はもちろん、大学や

高めることだけではないはずです。国

社会に出た先を見据えたカリキュラムです。英語で人の心

際社会に出たときにきちんと相手の感

を動かす発信ができる、「世界で活躍するための英語力」

性を理解し、言葉に耳を傾ける。自分

が身につきます。

圧倒的な実践力を培います。

の意見を持ち、相手を説得できる「発
信力」を持つ。これが国際社会で通用
する本当の「英語力」ではないでしょう
か。

これまで自分が「正しい発音」「正しい文法」で英語を使えて
いるかどうかは、自分では判断できませんでした。東進の先
進学習システム「スピーキング&ライティングパートナー 東
進くん」なら、自分の発音・文法ミスをＡＩがその場で指摘。1人
でいつでもどこでも添削を受けられる、画期的な講座です。

１人でもスピーキングトレーニングできる
世界最高水準の音声認識技術
「1人じゃ発音が正しいかわからない
人じゃ発音が正しいかわからない！」
人じゃ発音が正しいかわからない！」
カーソルを当てるとどこ
がどのように発音できて
いなかったか、具体的
にわかります。

スピーキングをおこなう
と、正しく発音できな
かった部分を赤字で表
示します。

東進初、ＡＩが答案を自動添削！
文法やスペルミスがその場でわかる！
「1人じゃ文法ミスに気付けない！」
人じゃ文法ミスに気付けない！」

講座内で書いた答案は、ＡＩによって瞬
東進のスピーキングトレーニングには、世
時に自動添削。スペルミスや文法ミス、
界最高水準の音声認識技術を採用。学習
また多くの学習者がミスしやすいフレー
向けに「発音した通り」の音声を認識し、日
ズなどを一括で表示。これまで一人では
本人の苦手とする「Ｌ」「Ｒ」の発音ミスやカ

できなかったライティングの学習が、最
新の技術で可能となります。

タカナ英語を正確に指摘します。自分１人
でも「よりネイティブらしい発音」のための
訓練ができます。

２

３

ＡＩとの個人練習
×
ネイティブ講師と実践演習

文法ミスの自動添削
×
エキスパートによる内容指導

映像による講義12コマ＋東進くん
オンライン14回
映像による講義 コマ＋東進くん36回＋
コマ＋東進くん 回＋USAオンライン
回＋
オンライン 回

英語４技能講座
Speaking

Speaking講座では、「英語で話す力」を徹底的に鍛えます。講
義で基本をおさえ、ネイティブ講師と実践をするサイクルを繰
り返すことで、日本人に不足している「スピーキング力」を早期

映像による講義12コマ＋東進くん
映像による講義 コマ＋東進くん36回＋添削指導
コマ＋東進くん 回＋添削指導14回
回＋添削指導 回

英語４技能講座
Wr i t i n g

英語で意見を述べるときは日本語を英語に「訳す」のではな
く、英語で論を組み立てるための「型」があります。Writing講
座ではこの「型」を学び、英語で発信するために必要な考え

から底上げし、4技能を高めます。
方と作法を修得します。

＜３月上旬開講予定＞

＜３月上旬開講予定＞

１人で発音・発話トレーニング
「書く」→「添削」を
「書く」 「添削」を
完答するまで実践

世界最高水準の音声認識ＡＩを導入。画面
の指示に 従ってスピーキング を行うと、
[L][R]や[th]の発音など、正しく発音できな
かったところが赤字で表示されます。ネイ
ティブの音声と自分の発音を聞き比べな
がら、正しい発音を身につけることができ
ます。

ＡＩ搭載の自動添削機能により、文法
やスペルミスをその場で指摘。添削さ
れた答案は書き直して再添削。完答
できるまで何度でもトレーニング・再添
削を繰り返し、文法や表現を実際に書
くことを通して学びます。

トレーニングを積んだら
ネイティブと実践
十分なトレーニングを行ったあとは、
「USAオンライン」でネイティブ講師と
のマンツーマンレッスン。トレーニン
グの成果を試します。講師は全員ア
メリカのネイティブスピーカー。スピー
キングの内容まで含めたトータルの
指導で、英語で話す「中身」のスキル
まで高めます。

４

論の展開方法が
自然と身につく
ディレクションに従ってライティングを
進めていくと、論理展開の「型」に沿っ
てオピニオン文が完成するようになっ
ています。問題に取り組むうちに自然
と「型」が身につきます。

「自分が話している様子」をチェック

演習の仕上げは
エキスパートからのフィードバック

USAオンラインでの会話の様子は、後か
ら自分でチェックすることができます。ネ
イティブ講師との会話の中で自分がどん
な話し方をしているか客観的にチェックし、
「次はこうしよう」という復習の材料になり
ます。

添削のエキスパートが答案を添削・採点しま
す。トレーニングで表現の定型を学んだら、
実践問題にチャレンジ。「語彙」「文法」「構
造」「内容」の４つの視点から総合的なフィー
ドバックを受けられます。

５

英語４技能のプロによる講義
×
豊富な演習で「多聴・多読」

東進屈指の
「英語4技能」プロフェッショナル
「英語 技能」プロフェッショナル
講義を担当するのは、日本全国から選りすぐられた「英語4技能教育」のプロフェッショナル講師です。もちろん全員が様々な
検定・資格の満点保持者。わかりやすい授業で、英語を英語のまま「聞く・読む・話す・書く」力が身につきます。

映像講義
コマ+Reading10コマ）
コマ）
映像講義20コマ（
講義 コマ（Listening10コマ
コマ（
コマ

英語４技能講座
Listening・
・Reading

Listening・Reading講座では、英語を英語のまま聞いて・読んで
理解する力を鍛えます。毎講30分の映像による講義で必要な
知識を学び、様々なトレーニング問題に取り組むことで圧倒的

安河内哲也
安河内哲也
な「多読・多聴」を行います。

＜３月上旬開講予定＞

武藤一也

ホンモノの英語力を、とことん楽しい授業で身につける、言語活動型授業の
ニッポン代表。 とにかく楽しくて成績が上がり、英語が大好きになる授業で全
レベル、全年齢の生徒に大評判。 ベストセラーも多数。また、戦後最大とも言
われる英語教育４技能大改革を牽引する中心人物。 東進講師にして、文科省
委員であり、全国の英語教員の指導的役割を担っている。TOEIC４技能すべて
満点。 2020年の新テストに向けての勉強法と指導法を知り尽くした、まさにMr.
4 Skills.

難関大を目指しているのに英語が伸び悩んでいる君！ 英語は勉強する時間の
長さではありません。理解の深さです。英語をシンプルにとらえることで、最短距離
で受験を突破するだけではなく、合格した後もずっと使える英語の知識を伝授しま
す。君の英語の実力を伸ばし、英語を得点科目にしてみせます。任せてください。

相乗効果で
「聞く」「読む」を同時に強化
リスニングとリーディングを融合した授業です。英語を英語のまま聞

土岐田健太
土岐田健太
いたり読んだりして理解するためのポイントを、実践を通して学びま
す。受講後は内容の到達度をチェックできる「確認テスト」がありま

TOEIC関連著書多数。TOEIC・TOEIC SW満点。TOEFLやIELTSなどの世界基準の英
語を教授するため、日々研鑽。アメリカ・カナダ留学に加え、アメリカではビザ代
行サービス会社で社長秘書として通訳等、海外で働く経験を重ね、予備校講師
へ。世界に通ずる英語力、海外生活での体験から、見識を広げることができる
講義は必見。発音にもとことんこだわる。

す。

スマホひとつで
いつでも問題演習

英検

CEFR

1級

C1

準１級

B2

森田鉄也
TOEIC関連著書多数。TOEFLやIELTSなどの世界基準の英語を教授するため、
日々研鑽。アメリカ・カナダ留学に加え、アメリカではビザ代行サービス会社で
社長秘書として通訳等、海外で働く経験を重ね、予備校講師へ。世界に通ず
る英語力、海外生活での体験から、見識を広げることができる講義は必見。
発音にもとことんこだわる。TOEIC L&R 990点満点(70回)、TOEIC S&Wテスト各
200点満点、英検1級、英単語検定1級、英語発音検定満点、TEAP満点、GTEC
CBT満点、国連英検特A級、ケンブリッジ英検CPE、通訳案内士(英語)、TOEFL
iBT115、IELTAS 8.0

東進 英語4技能講座

講座体系

Speaking Ⅴ
Writing Ⅴ
Listening Ⅴ
Reading Ⅴ

スマホやPCで実践問題に取り組めます。パターン練習を重ねま
す。「聞く」→「読む」→「もう一度聞く」→「わかる」……この繰り返
英語能力を測定する世界指
しで読む・聞くスピードを高める訓練をします。リスニングも音声

Speaking Ⅳ
Writing Ⅳ
Listening Ⅳ
Reading Ⅳ

針「CEFR」のレベル別に講座を
ＣＤいらずで、いつでもどこでも学習できます。
ラインアップ。現在の英語力
からスモールステップで着実

Speaking Ⅲ
Writing Ⅲ
Listening Ⅲ
Reading Ⅲ

に力をつけることができます。

2級

B1

準2 級

A2

～3 級

A1

Speaking Ⅱ
Writing Ⅱ
Listening Ⅱ
Reading Ⅱ

幼児から社会人までの英語一貫教育
日本全国に展開するナガセの教育ネットワークは、幼児から
社会人まえの一貫教育によるリーダー育成に取り組んでいま
す。大学受験の「東進ハイスクール」「東進衛星予備校」に加

Speaking Ⅰ
Writing Ⅰ
Listening Ⅰ
Reading Ⅰ

え、3～12才対象の「東進こども英語塾」や大学生・社会人対
象「東進ビジネススクール」を展開。幼・小・中・高・大・社会人
の一貫した英語教育体系を構築していきます。
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