朝日大学地域社会連携講座
＜名古屋会場＞
2020 年度受講者募集要項
(

英語圏の外国人との共存・共生のための実践ビジネス英会話プログラム

１．実施目的・内容
このプログラムは、朝日大学の建学の精神である国際未来社会を切り開く人材の育成に資する
ため、地域社会において外国人と共存・共生していく上で、必要となる英語コミュニケーション
能力を涵養し、インターナショナルな職業人として適確に外国人に対応・対処することができる
日常会話能力を体得することを目的とし、社会人を対象として開講します。
特に、職場における日常業務や日常生活に必要な英会話力を身に付けるために、３か月で１ク
ールの英会話トレーニングに取り組み、段階的にレベルアップしつつ半年間で２クールを実施し
ます。
２．講師
朝日大学 ELS(English Language Salon)のネィティブ英会話講師が担当します。
３．実施時間
＜中級コース＞
通常授業として１回につき 100 分、毎週木曜日の午後 7 時 30 分から午後 9 時 20 分まで
（うち､10 分間休憩を含む。
）週に１回（６ヵ月間で合計 48 時間）実施します。
また、上記の通常授業に加え、更に意欲的な受講者を対象に選択講座（12 時間）を受講するこ
とができます。
４．実施期間
2020 年 10 月から 2021 年 3 月まで
５．実施場所
名古屋市中村区名駅４-５-２７ 三喜ビル 5 階

ステライノベーションズ（教室・会議室 1）

６．募集人数
各コース８名以上１８名以内（最小催行人員８名）
７．受講資格
高等学校卒業以上で学生以外の社会人
８．履修証明
各コース（選択講座を含む）をそれぞれ合計 60 時間以上学習することにより、文部科学省が
定める履修証明書の発行を受けることができます。
〔履修証明書発行実績〕 2014年度：8名（受講者数13名）、2015年度：7名（受講者数10名）、2016年度：5名（受講者数12名）、
2017年度：8名（受講者数15名）、2018年度：5名（受講者数15名）、2019年度：4名（受講者数7名）

９．受講料
月額 13,200 円（税込み）（全 48 時間）
別途テキスト代 実費（4,500 円程度）を初回講義の際にお支払いください。
※ なお、履修証明書取得には 60 時間の講座受講が必須のため、別途 12 時間分の選択講座の
受講料（19,800 円（税込））が必要です。

＊支払い方法
毎月月末までに、翌月分の月謝を次の口座へお振込みください。
なお、大変恐縮でございますが、振込み手数料は、申込者様においてご負担ください。
〔振込先口座〕
金融機関：大垣共立銀行穂積支店
口座種別：普通預金口座
口座番号：８６５９６
口座名義：ガッコウホウジン
学校法人

アサヒダイガク

朝日大学

リジチョウ

ミヤタジュン

理事長

宮田 淳

１０．申込方法
別紙「受講申込書」に必要事項を記入の上、下記までお申込みください。

【お問合せ先】
朝日大学 学事第二部学事二課「社会人英会話教室」
電話：058(329)1078

FAX：058(329)1253

E-mail：gakuji2@alice.asahi-u.ac.jp

第 6 回・英語圏の外国人との共存・共生のための実践ビジネス英会話プログラム (中級コース)
名古屋会場

1.

実施目的・内容
このプログラムは、朝日大学の建学の精神である国際未来社会を切り開く人材の育成に資するため、地域社会において外
国人と共存・共生していくことができる高い英語力を持ち、異文化を理解し、外国人と的確なコミュニケーションを取ることがで
きる国際人材の育成を目的としたもので、社会人を対象に開講します。特に職場における日常業務や海外からの顧客等と
の日常会話において必要な英語力を身に付けるために、１クール（3 ヶ月）の英会話トレーニングに取り組み、段階的にレ
ベルアップできるよう、半年で２クールを実施し、体系的に英会話力を習得します。

2.

各クールの英語スキル到達レベル 【１クール（3 ヵ月）は約 12 回の研修となります。】
地域社会連携講座・実践ビジネス英会話の初級プログラムで身に付けたスキルをより高度な英語力で実践できるよう
なカリキュラムです。

•一般的な経済用語を使い新規事業に関する会話ができるようになる。

1

•電話でミーティングの調整（場所・時間・議題）ができるようになる。
•英語で数字（少数・分数、割合等）を素早く理解し、使うことができる
ようになる。
•商品や製品等の価額・為替・海外への売込みについてのディスカッション
能力を身につける。

•海外での会議や見本市等でのやり取りを英語で適切に行うことができる
ようになる。

2

•会議で自分の意見を述べ、賛成・反対、問題を解決するためのフレーズ
を習得し、適切に使えるようになる。
•商品・製品の説明を英語ですることができるようになる。
•英語でまとまりのあるプレゼンテーションをすることができるようになる。

※ 本プログラムにおける到達レベルは各受講生の言語能力と努力により異なります。予めご了承ください。
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3.

シラバスについて

Topic

I. Build Vocabulary

II. Build Skill

III. Build Confidence

(語彙力強化)

(ビジネス英語コミュニケーションスキル養成)

(実践練習・ケーススタディ)

A. 異文化研修 WORKING ACROSS CULTURES: INTERNATIONAL MEETINGS

1

Cultures –
Words and idioms

business.

briefing: Prepare a talk on

for talking about

2. Grammar essential: advice, obligation and necessity

business

3. Socialising: Socialise with correct English

3

business culture
Writing: report

relationships
2

Speaking: Business culture

1. Discuss the importance of culture awareness in

Human Resources –

1. Talk about job interviews and your career.

Speaking: Find a new

Useful expressions

2. Learn how to use ~ing forms for infinitives.

manager for a health club.

about HR

3. Telephoning: getting the right information.

Writing: letter

International

1. Discuss the development on international markets.

Speaking: Negotiate a deal on

Markets –

2. Learn how to use conditionals in business.

leather goods.

Expressions about

3. Negotiating: The Art of Winning – negotiation

free trade.

strategies

Writing: report

B. 異文化研修 WORKING ACROSS CULTURES: DOING BUSINESS INTERNATIONALLY
Topic

4

I. Build Vocabulary

II. Build Skill

III. Build Confidence

(語彙力強化)

(英語コミュニケーションスキル)

(実践練習)

Leadership –

1. Discuss the qualities a good leadership.

Speaking: Decide on the best

Words to describe

2. Learn relative clauses.

leader for a troubled

character.

3. Presenting: give a 5-min. presentation about your

sportswear maker.

company and your company’s USP
5

Writing: e-mail.

Competition –

1. Learn how competitive you are.

Speaking: Negotiate new

Words and idioms

2. Learn how to use passives in business.

contracts with suppliers.

to describe

3. Negotiating: a contract with an overseas client
Writing: e-mail

competition
C. 異文化研修 WORKING ACROSS CULTURES: COMMUNICATION STYLES

EXTRA:
1. There are two accountability and achievement tasks at the completion of the course to assess your progress.
2. Grammar reference is there to help you improve your grammar knowledge.
3. Glossary of all the vocabulary you will learn is alphabetically ordered at the end of the textbook.
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4.

対象者について・到達レベル
・ 地域社会連携講座【実践ビジネス英会話・初中級】を受講済の方
・ TOEIC 550 点以上または英検準２級をお持ちの方
・ ステラ語学学院・ビジネス＆マネジメントスクールのビジネス英語レベルチェックをクリアした方
・ 到達目標：730 点以上

5.

履修証明書取得の条件と選択講座について
、
履修証明書を取得するには、本プログラムは毎週の通常レッスン（48 時間）の他に。下記①～③の選択講座
19,800 円（税抜））を含む総合時間数 120
60 時間以上の学習が必要です。
（24
12 時間、受講料 36,000

選択講座１
プレゼンテーション研修（12時間)

6.

選択講座 2
ステップアップ英語研修（12時間)

選択講座３
英作文演習（12時間)

テキストについて
本プログラムは Market Leader 3rd Edition –Intermediate

「社会人向け」 を採用しています。

出版社: PEARSON テキスト代: ￥4,500（税込）

7.

講師について
講師経歴書を別途ご提出いたします。

8.

その他
イ) 開講曜日と時間は詳細シラバスに記載しております。
ロ) 開講式・注意事項のご案内・自己紹介等につきまして 15 分程度を計画しています。
ハ) 本プログラムは毎周の通常レッスンの他に上記のプレゼンテーション研修を含む総合時間数
120
60 時間以上の
週
学習を達成していた受講生には、履修証明書を発行します。

9.

会場
Stella School of Business Language & Management
ステラ語学学校・ビジネス＆マネジメントスクール （校内教室・会議室）
住

所

： 名古屋市中村区名駅４丁目２５番１７号三喜ビル 5F（教室・会議室１）

交 通 のご案 内 : JR・名鉄・地下鉄・近鉄 名古屋駅より徒歩５分
（ミヤコ地下街４番出口より徒歩１分）
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