
「English Speaking Training」は、(株)ベネッセコーポレーションが提供するサービスです。

2021年４月

以降のご案内
です

下記QRコードからEST紹介
サイトにアクセスできます

スピーキングはトレーニングが必要な
「技能」です。外国人講師とマンツーマ
ンレッスンで話せば話すだけスピーキン
グ力がアップしていきます。コース別に
難易度が別れているので、自分に合った
レベルでスタートできます。

5コースから選べる！
1回25分、
1 : 1の個別レッスン！

オンライン

日本人が苦手としやすいスピーキングを
軸に、「読む」「聞く」「書く」を有機
的に連携させながら、４技能の力を効果
的に育成していきます。

英語４技能の力を
効率的にバランス
よく！

英語４技能の力育成

講師は研修を受けた外国人講師。優しく
レッスンを実施してくれます。またテキ
ストやレッスン内容はみなさんが習った
文法・単語を用いて進むので、じっくり
スピーキングのトレーニングに取り組む
ことができます。

質の高いレッスン！
習った単語や文法
だから安心！

学習指導要項対応

上田予備学校
〒386−0012上田市中央1−2−21
TEL:0268−22−5588



〒386−0012上田市中央1−2−21
TEL0268−22−5588上田予備学校

「Speaking」は
英語４技能をフル活用！

語彙・文法のインプット
ができていないと「話せない」

↓

Reading

何を聞かれているか理解
できていないと「話せない」

↓

Listening

「話す」は高速英作文
↓

Writing



受講プランおよび受講料

◆受講プラン（自宅型のみとなります。）

・自宅型・・・ご自宅にて受講するタイプです。

自宅型受講について（WiFi環境または有線LAN設備が必要です）

１．ご自宅にて受講していただきます。

２．受講日程（曜日・時間帯）は固定です。

３．端末・通信環境は各自でご用意いただきます（通信トラブルは振替の対象となりません）。

※事前にご自身の端末で接続テストを行っていただきます。詳細はお問い合わせください。

４．授業の振替の対応が比較的自由です。

（予約可能なレッスン枠から各自の予定に合わせて振替が可能です。振替の手続きは各自で行ってください。

ただし，その際に生じたトラブルについてはグリーンクラスは責任を負わないものとします。）

※講座内容はいずれも「事前学習(20分)」＋「スピーキング(25分）」＋「事後学習(15分）」の計60分です。

※受講プランの変更（教室型⇄自宅型）、通常受講曜日及び時間帯の変更、受講コースの変更（A1⇄A2など）

及び、退会につきましては、変更希望日の10日前までに必ず所定の書面にてご連絡ください。

◆納入金

①受講料

１回目：2020年4月15日（木）〜 7月21日（水）分 計11回分 ￥33,000

２回目：2020年8月18日（水）〜 12月20日（月）分 計14回分 ￥42,000

３回目：2021年1月 6日（木）〜 3月 9日（水）分 計 8回分 ￥24,000

※受講料のお支払いは３回払いとなります。

※受講日程は上記から変更となる場合がございます（下記参照）。

※グリーンクラス在籍生は割引き受講料となります。

②教材費

専用テキスト ￥ 1,500

③初期登録費用 ￥ 2,200

※ご継続の方は初期登録費用は必要ありません。

※途中スタートの方は回数で料金を計算いたします。

※専用テキストは一冊で24レッスンです。終了すると追加テキスト代(1,500円にてご提供)が必要となります。

（また，途中でコース変更をして，テキストが変わる場合も追加テキスト代が必要となります。）

※グリーンクラス在籍生の受講料は１回目が￥22,000・２回目が￥28,000・３回目が￥16,000となります。



「English Speaking Training 受講規約」

①日曜及び年末年始（12月30日〜1月4日）・クリスマス（12月23日〜25日）・イースター（4月9日〜11日）

・All Saints’day（11月2日〜4日）及び塾が別途指定する日はサービスの提供はありません。

②レッスン前日の１９：３０まで、レッスンの予約・キャンセル・振替（キャンセルと予約）が可能です。

③自宅型の振替は各自でお手続きください。振替の理由は問いません。ただし，それに伴うトラブルについては

グリーンクラスは一切責任を負わないものとします。

※振替レッスンの有効期限は，「欠席」した日の28日後までとなります。それ以降は無効となります。

④受講申込日（受講受付日）から10日後以降にレッスンのスタートが可能です。

⑤受講コース・曜日・時間の「変更」および「退会」は「変更受付日」・「退会受付日」から10日後以降の反映

となります。

例）10月1日に申し出た場合，10月11日以降の変更となります，10月10日までは変更前の設定で受講していた

だきます。「退会」の場合は10月10日までは料金が発生します。

⑥ESTでは講師の指名条件（性別など）の指定は承っておりません。ご予約後も断りなく，直前まで講師が交代

となることがあります。

⑦システムメンテナンスや定期点検のため，状況を確認した上で，システムを停止させていただくことがあります。

⑧万一通信トラブルなどで受講が困難な場合は振替チケットを発行し対応致します（教室型のみ）。

※「変更受付日」・「退会受付日」は「申込書」を提出した翌日となります。ただし「申込書」の提出が土日

祝日の場合は，明けの平日となります。

授業日程

授業日程は別紙をご覧ください。お申込の際にご希望の日程をお伝えください。

※受講時間帯の例

火曜日 ①19:10〜20:10(60分) （オンラインスピーキングは19:30〜）

②19:40〜20:40(60分) （オンラインスピーキングは20:00〜）

③21:10〜22:10(60分) （オンラインスピーキングは21:30〜）

※2022年1月以降(3月まで)は，通常のグリーンクラス授業の日程変更に伴い，受講曜日・時間帯を変更して

いただく場合がございます（2021年11月末日までに日程変更の手続きを取っていただきます）。



講座案内・授業目的・ゴールイメージ

講座名 講座案内
対象学年

（イメージ） ゴールイメージ GTEC 英検 備考

Advanced 
Plus

時事問題などをテーマ
にしたレッスンで批判的
思考力を高め、複雑な会
話を通じてスピーキング
力をさらに高めることで
す。CEFR基準でB1以上の
力を身に付けることを学
習目的とする講座です。

高3

日本の時事問題を取り上げ
1つの題材について違った視
点から書かれた、3つのテー
マの英文を用いる。それぞれ
の立場の意見を読んだ上で、
自分の意見を深めていくこと
を通して、①批判的思考力を
つける②複雑なテーマについ
て自分の意見をしっかり話せ
るようになる。

960 2級以上

①高3年 ②GTEC960以上 ③英検2
級以上合格 ④英会話かなり得意
⑤帰国子女など英会話の経験が比
較的長い ⑥自由英作文・得意
※以上から総合して判断

A2 High

高校2年生既習の語彙、
文法をベースに「話す」
だけではなくプレゼン
テーションをする機能も
交えてCEFR基準でA2から
B1以上の力を身に付ける
ことを目的に学習する講
座です。

高2

GTECのAdvancedレベルの
Part Dの意見陳述についても、
社会的なテーマについて意見
と理由をある程度まとまった
英語で相手にわかりやすく伝
えるようになっている。

690〜
959

準2級

①高２得意者 ②GTEC690以上③英
検準2級合格 ④英会話得意 ⑤シ
ンプルなフレーズや文を並べて話
すことができる ⑥自由英作文・
行数、内容ともに高３レベルのも
のがさっとかける ※以上から総
合して判断

A2 Standard

高校2年生既習範囲の語
彙、文法をベースに「話
す」だけでなくプレゼン
テーションをする技能も
交えてCEFR基準でA2以上
の力を身に付けることを
目的に学習する講座です。

高2

GTECのAdvancedレベルの
Part Bのやり取りやPart Cの
描写は無理なく出来るように
なる。Part Dについてもテー
マによっては、自分の意見を
2、3文の文章をつなげて話せ
るようになっている。

①高２苦手 ②GTEC690以上 ③英
検準2級合格 ④英会話得意 ⑤シ
ンプルなフレーズや文を並べて話
すことができる ⑥自由英作文、
10行程度をさっとかける※以上か
ら総合して判断

A1 High

高校1年既習範囲の学習
指導要領準拠の語彙、文
法ベースに「話す」技能
を通じてCEFR基準でA1〜
A2以上の力を身に付ける
ことを目的に学習する講
座です。

高1

GTECのCoreレベルのPart B
のやりとりやPart Cの描写は
無理なくできるようになる。
Part Dの意見陳述についても、
自分を中心とした身近なテー
マについて意見と理由を短く
シンプルなフレーズや文を並
べて相手に伝えられるように
なっている。

〜689 3級

①高１得意者 ②GTEC689以下 ③
英検3級合格 ④英会話やや得意
⑤単語や文で自分や周りの人や物
について話ができる ⑥自由英作
文5行程度をさっとかける ※以上
から総合して判断

A1 Standard

高校1年既習範囲の学習
指導要領準拠の語彙、文
法ベースに「話す」技能
を通じてCEFR基準でA1以
上の力を身に付けること
を目的に学習する講座で
す。

高1

日常的なテーマなら英語で
話すことができる。GTEC 
Coreレベルの part Bのやり
取りやPart Cの描写ができる
ようになる。Part Dの意見陳
述について、先生の補助があ
れば自分を中心とした身近な
テーマについて、意見と理由
を短くシンプルなフレーズや
文を並べて話せるようになっ
ている。

①初修者・高1苦手層 ②GTEC689
以下 ③英検3級合格 ④英会話が
不得意 ⑤単語やフレーズで自分
や周りの人や物について話ができ
る ⑥自由英作文２行程度をさっ
とかける ※以上から総合して判
断

グリーンクラスでは，高校生向けに目的・レベルに合わせてお選びいただける５つのコースを用意しております。

下記を参考に、スタッフと相談の上、受講コースを決定してください。

体験レッスンについて
◆体験レッスンは生徒一人あたり1回限りとさせていただきます。

◆体験グレードは

①Trial Advanced（Ａ２－Ｂ１レベル） ②Trial Intermediate（Ａ１－Ａ２レベル）

③Trial Basic(Ａ１レベル) ④Trial Beginner（Ａ１未満〜Ａ１レベル）からの選択になります。

◆体験をご希望の方は上田予備学校グリーンクラススタッフまで直接お問い合わせください。体験の日時とグレ

ードをご相談の上，外国人講師の手配を行います。体験の予約はレッスンの２８日前以降から可能です。体験の

予約は講師の空き状況によります。



事前学習（２０分）

•ディクテーション（テキストは見ずに，聞き取った英語を書き出します）

•シャドーイング（流れてくる音声に合わせて音読します）

•語彙・フレーズチェック（アプリを使って語句チェックをします）

•Activity英作文（当日のテーマについて言うことを英語で考えます）

ＥＳＴ（２５分）

•準備しておいたことを正確に伝えることを意識する

•自信のない表現は講師の先生に確認する

•気づいたことはテキストに書き込む

事後学習（１５分）

•Activityについてチェック（うまく伝わったか・ミスはなかったか）

•テキストに気づいたことを記入する （事前学習について気づいたこと，
レッスン時の反省，うまく言えなかったことの確認など）

•当日のレッスンの語彙・フレーズの最終チェック

事前学習開始の10分
前には来校して準備
を始めましょう

＜推奨環境＞

スマートフォン/タブレット パソコン

iOS Android Windows PC

生徒用マイページ ブラウザ上で閲覧 ブラウザ上で閲覧

オンラインレッスン
Google Playストア・App Storeより専用アプリを

インストールして受講
ブラウザ上で受講

OS iOS 12以降 Android 7以降 Windows 8.1/10

機種スペック
Apple A7以上（64ビットCPU）

を搭載していること
ー

＜CPU＞
Core i3 2GHz以上で第４世代以降、
または、上記に相当以上のCPU
＜空き容量/搭載メモリ＞

1.5GB/4GB以上

ブラウザ
Google Chrome最新版

Safari最新版
Google Chrome最新版 Google Chrome最新版

ネットワーク速度 受講端末1台につき上り500kbps・下り500kbps以上

※これらは目安であり通信や音声、映像の品質を保証するものではありません。
※事前に接続テストを行い、「V-CUBE ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 5」が正常に動作することを確認してください。

受講の流れ


