
ABCアカデミー　社会人英語オンラインCampus

あなたのスタッフが1年で世界で活躍できる英語学習カリキュラム
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「ABCアカデミー社会人英語オンラインCampus 」とは？　　1

1期ごとに合計で取得しなければ
いけない単位数が決まっている。

1期3ヶ月で合計4期12ヶ月受講。土日
祝日を除いた平日1日1コマ(25分)。

日本人講師×外国人講師を組み合わせ
たレッスンで「学んで、試す」を徹底
し学習の効率化を図る。

1年の4期制　　社会人対象　　

英語を話て海外で活躍する社会人を
育てるためのカリキュラム。

1 2 単位制　3

どんな初心者でもレベルUPできるカリキュラムで福利厚生に最適！
学習方法がわからなくても、カリキュラム通りにやっていくことでレベルUPに繋がります。
初心者の方でも日本人講師と外国人講師のレッスンを両方受けることで「学んで試す」の流れを徹底し実践的な英語スキルを身につけていきます。
成果が出て会社にもプラスになる福利厚生だと嬉しいお声も頂いております。

期間が決まった明確な目標！
他のオンライン英会話や塾などで勉強していて、「これ、いつが終わりなんだろう？」と思ったことがある人、多いと思います。
段階的に達成する目標がないとモチベーションも継続できません。単位制で段階ごとに決められたカリキュラム・目標で1年でビジネス英語レベルを達成します！

3つの時間帯に分かれたコースで、忙しい方でもOK！
モーニングコース(7:00-9:00)、ブレイクコース(11:00-14:00)、アフターワークコース(19:00-23:00)の3つで講義の時間帯を分けています。
途中でコースを変えることも可能でお仕事の合間や仕事後でも安心してスケジュールを調整しながら受けられます。

✔︎

「ABCアカデミー社会人英語オンラインCampus」の特徴　2

効率的学習　　4

✔︎

✔︎

モーニングコース ブレイクコース アフターワークコース

7:00-9:00 11:00-14:00 19:00-22:00

必須科目と選択科目！
必須科目はレベルUPに必ず必要な科目です。それ以外に、自分で好きなように選べる「選択科目」があります。
自分に足りていないと感る、この科目が楽しそう、などという科目はご自身の意思で選んで頂けます。

✔︎



1-4期までの流れ (1期3ヶ月、計12ヶ月)  　

　　　   初級レベル
 文法、発音を徹底し基礎・土台作りの
期間。文法は形を目と耳で感じながら、
また発音は英語の口の動きの癖をつけ
ていく。

　　　   初上級レベル
日常で使われる会話の文法、語彙を
強化し発話の講義も増やし会話に慣
れさせる期間。

　　　        中級レベル
ディベートの講義も追加され自分の意見
を細かく説明することを追求する期間。
ビジネス英語にも徐々に触れていく。

 中上級〜上級レベル
実際の契約交渉やメール文章、プレ
ゼンや日本の歴史を説明する講義な
どを交えて表現の質を上げていくと
同時に海外での常識も学んでいく。

- 2期 - 

4

- 1期 - - 3期 - - 4期 - 

5 生徒平日1週間のスケジュール例と学習予定表例
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卒
業

Aさんの平日(モーニングコース)
7:00 起床・朝食

7:30 - 7:55 レッスン (自宅から)

8:00 - 9:00 出社準備・出社

9:00 - 12:00 午前中業務

12:00 - 13:00 昼休憩

13:00 - 18:00 午後業務

18:30 帰宅・夕飯

19:00 - 自由時間（週2,3怪程度予習復習)

Bさんの平日(ブレイクコース)
8:30 起床・朝食

9:00 - 10:00 出社準備・出社

10:00 - 13:00 午前中業務

13:00-13:30 昼休憩

13:30-13:55 レッスン (オフィスから)

14:00-19:00 午後業務

19:30 帰宅・夕飯

20:00 - 自由時間（週2,3怪程度予習復習)

Cさんの平日(アフターワークコース)
9:00 - 10:00 起床・朝食

10:00 - 12:00 自由時間・出社準備・出社

12:00 - 18:00 昼業務

18:00-19:00 夜休憩

19:00-21:00 夜業務

21:00-21:25 レッスン (オフィスから)

22:00 - 帰宅・自由時間（週2,3怪程度予習復習)

＊モーニングコース / 7:00-9:00, ブレイクコース / 11:00-14:00, アフターワークコース / 19:00-22:00が基本スケジュールになります。それ以外の時間帯ご希望の方は事務局までご相談ください。
＊時間帯別コースは途中で変えていただくことも可能ですが担当講師が変わる可能性がある旨、予めご了承ください。変更ご希望の際は事務局までお申し付けください。



シラバス一覧

受講期 科目 単位数 講師 全コマ数 講義内容

1期

必須科目
計9単位
選択科目
計2単位

合計11単位
取得必要

英語雑学 (必須科目) 1単位 日本人講師 1 英語の歴史、古代英語と現代英語　

読んで覚える英文法 I (必須科目) 2単位 日本人講師 20 be動詞・一般動詞 (三人称単数&過去形含む)・疑問文&否定文・疑問詞・命令文・現在進行形

読んで覚える英文法 II (必須科目) 2単位 日本人講師 20 be動詞過去形&過去進行形・未来形・動名詞・不定詞 I・助動詞・比較・There is(are)・接続詞・受動態

ボキャブラリー基礎 I (必須科目) 2単位 日本人講師 8 名詞の単数形&複数形・可算名詞&不可算名詞・初級語彙 I (名詞・動詞)

ボキャブラリー基礎 II (必須科目) 2単位 日本人講師 7  初級語彙 II (名詞・動詞・形容詞)

フォニックス発音矯正 (選択科目) 2単位 外国人講師 10 Phonics Beginner 1-5 (母音A, E, I, O, U)

シャドーイング I (選択科目) 2単位 外国人講師 10 English Shadowing  1-5

2期

必須科目
計8単位
選択科目
計2単位

合計10単位
取得必要

読んで覚える英文法 III (必須科目) 2単位 日本人講師 25 接続詞 I・現在完了・不定詞 II・分詞・間接疑問・関係代名詞・形容詞・副詞・If〜(仮定法)

場面英語表現 I (必須科目) 2単位 日本人講師 10 Field learning 1-10 (日常生活シーンの会話)

場面英語表現 II (必須科目) 2単位 日本人講師 10 Field learning 11-20 (日常生活シーンの会話)

ボキャプラリー基礎 III (必須科目) 2単位 日本人講師 7 初級語彙 III (名詞・動詞・形容詞)

会話基礎 (選択科目) 2単位 外国人講師 10 Any Conversation

シャドーイング II  (選択科目) 2単位 外国人講師 10 English shadowing 6-10

3期

必須科目
計6単位
選択科目
計4単位

合計10単位
取得必要

読んで覚える英文法 IV (必須科目) 2単位 日本人講師 15 接続詞 II・Looks like&Seems like&Sounds like・知覚動詞&感覚動詞・感嘆文・使役動詞

読んで覚える英級文法 V (必須科目) 2単位 日本人講師 15 句動詞・関係形容詞・接続詞&前置詞の「as 〜 as」

中級ボキャプラリー(必須科目) 2単位 日本人講師 7 中級語彙 (名詞・動詞・形容詞)

ディベート I (選択科目) 2単位 外国人講師 10 Practice Discussion 1-10

英作文発表 I (選択科目) 2単位 外国人講師 10 Short Essay 1-10

英文メール作成 (選択科目) 2単位 外国人講師 10 Email in English 1-10

4期

必須科目
計4単位
選択科目
計10単位
合計14単位
取得必要

ネイティブ表現 (必須科目) 2単位 日本人講師 10 海外育ち・在住の日本人講師によるネイティブ的表現

海外マナー (必須科目) 1単位 日本人講師 1 海外マナー講座 （主に海外でやってはいけないこと）

卒業試験 (必須科目) 1単位 日本人講師 1 総まとめ卒業試験

ディベート II (選択科目) 2単位 外国人講師 10 Descussion 1 -50

プレゼン演習 (選択科目) 2単位 外国人講師 10 Practice Presentation 1-10

英作文発表 II (選択科目) 2単位 外国人講師 10 Short Essay 11-20

ビジネスメールタイピング (選択科目) 2単位 外国人講師 10 Business Email English Practice 1-10

ビジネス電話英会話 (選択科目) 2単位 外国人講師 10 Phone call for Business

国文化・歴史討論 (選択科目) 2単位 外国人講師 10 Culture & History of the country
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＊1期合計76コマ、2期合計72コマ、3期合計67コマ、4期合計72コマ　総合計コマ数278コマ（日本人講師157コマ＋外国人講師130コマ）
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開始までの流れ

7

STEP 1：貴社詳細を送信！

料金

卒業後の生徒の活躍

8

9

　　英語でプレゼンできました！  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T・Kさん

外国人の投資家さんに弊社のプレゼンをしました。1年やってABC
アカデミーの講師とあれだけ英語を話したので、「そこまで緊張し
ないだろう。」と思っていましたがやっぱり緊張しました。(笑)
ただ、プレゼン中にも頷いてくれたり、反応がしっかりと見れたの
でちゃんと伝わっていることが確認できてから徐々に緊張もほぐれ
ました。できない事ができるようになったのは、とても大きい事だ
と思います。

  海外企業担当者とやり取りしています！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N・Mさん

新型コロナウィルスの影響で海外へ直接行き来することが難しくなってい
るため、ビデオ通話会議やメール・メッセージのやり取りが当たり前にな
っており、その連絡係に割り当てられました。アポ取りや契約内容の確認
などもメールやビデオ通話会議で説明をしています。
時々、この表現はなんと言うのかと未だにわからないこともありますが文
法や英語の基礎がないと伝えることもできないので、1年やった成果は出て
いる気がします。

社内の英語教育担当になりました！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R・Oさん

カリキュラムの1年が終了してから英語スキルを社内で活かして欲
しいと、社内で初めて英語教育担当を作ることとなり私が任命され
ました。どう教育をしていけばいいのかと悩みましたがABCアカデ
ミーの先生達が教えてくれたことを活かしています。
自分の英語力も落とさないように、今は週3回ぐらいでABCアカデ
ミーの外国人講師を受講し続けています。

・貴社名
（例：株式会社ABCアカデミー）
・レッスン導入の目的
（例：海外事業展開のため、福利厚生目的）
・受講者様人数
（例：最初は10名で開始検討）
・導入開始時期
※Webでのお打ち合わせ希望の場合は2パター
ン程日程を頂けますと幸いです。

STEP 2：受講者様リストの記入

契約が正式に決まってから、事務局より受講者様リス
トをお送りいたします。
・受講者様名と読み仮名
・受講者様全員のSkype IDとメールアドレス
・各受講者様の英語レベル（自己評価でOK）
・各受講者様の希望コース
（モーニング or ブレイク or アフターワーク）
の記入をして頂き事務局が受講者様全員のアカウント
作成に進みます。

アカウント作成完了後、事務局より担当講師と予約方法
のご案内を受講者様お一人ずつにお送りいたします。
同時に1期の学習予定表もお送りいたします。
ご自身で時間を選んで予約をして頂き、予約した日程で
レッスンが開始されます。
当日はレッスン5分前までにSkypeで講師から連絡が届き
ます。
Skypeを開いた状態でレッスン時間になるのをお待ちく
ださい。

STEP 3：受講開始！

お問い合わせはこちら mail@abc-academy.jp

受講者様一人あたり 1年で38万5,000円!(税別)

学習予定表例

 ※1期（3ヶ月スパン）でも可能です。3ヶ月の場合は9万6,800円(税別)になります。


