
Global Learning Center

ONLINE SPEAKING TRAINING

講座ご案内資料



講座の特⻑

「進路直結型」のオンライン英語

①英語学習対策 ②進路選択サポート で

⽇々の英語学習を進路選択での「強み」にしていける！

①英語学習対策 ②進路選択サポート

□中学・⾼校の指導要領に沿ったプログラム

□国際標準規格「CEFR」に対応

□⾼⽔準な講師による1対1のレッスン

□レベル別学習でプレゼンテーションスキル養成

□⽬標スコア別のアプリで⾃⼰トレーニングも

□国内外の有名⼤に合格者を輩出する
プロ集団が⼤学受験まで⻑期サポート

□進路の可能性を
グローバルに広げるカウンセリング

□「あの⼤学に⾏きたい」「海外も経験したい」
あこがれを「⽬標達成への具体的なステップ」
に落とし込む個別指導
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忙しい毎⽇でも、オンライン英会話＋アプリ学習で
効率的／効果的に、英語⼒を積み上げていける！

学習サイクル

約８０分
程度

の学習時
間

□英会話
（２５分×２回）

□学習カウンセリング（⽉１回）
□オンラインセミナー（⽉２回）
□ Online Speaking Test（各レベル・５回）
※学習カウンセリング・オンラインセミナーは、事前予約制です。

□トレーニングアプリ
（１０分×３回）

ただ勉強を続けるだけでなく、
進路に直結する英語⼒を伸ばせる

⾃宅でオンラインだから
無理なく取り組める！

１週間に

スマホで隙間時間
を有効活⽤！



学校での学習とシンクロさせながら、⾃分のペース・レベルに
合わせて効率よくSPEAKING⼒を向上していける！
毎レッスン「表現⼒」と「重要⽂法」を同時におさえられる！

※教材は「Interaction Training / Intermediate」のサンプルです

発話を促す専⾨のトレーニングを
積んだ講師との１対１トレーニング

ウォーミングアップ

質問に英語で答える

英語で会話のやりとり

意⾒をプレゼンテーション

⽬標スコア別のトレーニングアプリや
習熟度確認テストで効率よく復習

追加料⾦不要で
ご利⽤いただけます！

充実の英語対策
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トレーニングアプリについて

レッスンと合わせて使うことで、英語４技能を
⽬標達成や苦⼿克服を実現しながら⾼めていける！

１レッスン１０分からの「読む・聞く・書く・話す」
バリエーション豊かな学習コンテンツで習ったことを定着

□AI技術を⽤いた「シチュエーション
英会話」や「スピーキングトレーニング」
など、アプリならではの学習体験も充実

□間違えた問題や、苦⼿と感じる内容
を集中的に復習する「苦⼿BOX」機能

□⽬標⼤学の合格者平均
スコアから⽬標逆算で
学習が可能

□ CEFR-Jに完全準拠

他にも・・・

□⼤学⼊学共通テストの問題形式で取り組める
□検定テストGTECの過去問題にも取り組める
・・・など、実践⼒につなげる⼯夫が盛りだくさん

追加料⾦不要で充実の学習ツールが使い放題！



CEFR

Interac2on Training  やりとり
講師との「やりとり」を通して英語による発話・会話に
慣れるレッスンです。中学・⾼校の履修範囲の内容から
テキストが構成されており、授業で学んだ語彙・⽂法・
表現の定着にもつながります

Presenta2on Training  発表
相⼿に⾃分の考えを的確に伝えるための「プレゼンテー
ション」スキルを⾝につけるレッスンです。情報整理の
仕⽅や⽂章の組み⽴て⽅などを学び、各レッスンの最後
には⾃分の意⾒を講師に発表します。

B2

B1

A2

A1

Pre A1

きめ細やかなレベル別カリキュラムで
国際標準規格CEFRに沿った実⼒が積み上げられる
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Beginner（30回）

Basic（30回）

Intermediate（15回）
Advanced（15回）

Beginner（15回）

Basic（15回）

Intermediate（15回）
Advanced（15回）

お申し込み時に英語⼒をヒアリングし、適切なスタートレベルを決定。
各レベルのLesson1を体験レッスンとしてご受講いただくことができます。夏のお試し講座では

充実の英語対策
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GLCのコースとの接続について OSTから接続して／OSTと併⽤して受講が可能です

さらにレベルが細かく分かれ、⾼い⽬標にまで対応する
Global Learning Centerのコースにスムーズに移⾏できます

CEFR A1 A2 B1 B2 C1 C2

OST
Beginner

OST
Basic

OST
Inter-
mediate

GLC
Academic
Basics Lv.Ⅰ

GLC
Academic
Basics Lv.Ⅱ

GLC
Academic
Basics Lv.Ⅲ

GLC
SAT Class

GLC
TOEFL
Beginning

GLC
TOEFL
Inter-
mediate

GLC
TOEFL
Master

OST
Advanced

PreA2

２つの講座のコースを併⽤することも可能
OSTからGLCに接続し、
より⾼い⽬標を⽬指せる



国内／外⼤学に、進学実績を多数もっている
GLOBAL LEARNING CENTER だからこそできるカウンセリング＆セミナー

GLOBAL LEARNING CENTER とは？

ハーバード⼤やイェール⼤など海外TOP⼤学、国内でも国公⽴⼤から⼈気私⼤に⾄るまで毎年合格者を輩出している
ベネッセコーポレーションのオンライン塾。英語⼒を武器にしながら、必要な志願書類、⼩論⽂や⾯接対策など、
⼀⼈ひとりの志望と個性に合わせたフルサポート指導を⾏っているプロ集団です。

進路の可能性をグローバルに広げるセミナー・カウンセリング

どうすれば英語と⾃⼰理解を武器に憧れの進路、⼤学に合格できるのか？
今やるべき取り組みを、時期ごと、テーマごとに紹介します。

「グローバルな進路」を叶えた先輩との交流機会も豊富にご⽤意！

具体的な英語学習法がわかるカウンセリング

⽇々の英語学習でのつまずきを、バイリンガル講師が徹底指導。
語彙⼒を増やすには？苦⼿な⽂法対策は？など不安を解消し、
検定スコアの向上を⽬指します。

グローバル
な進路を
応援する
プロ集団

検定スコア
アップ

↓
夢に直結

世界規模の
先輩コミュ
ニティ

⽇々の学習を未来につなげる進路選択サポート
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※1⽇に複数コマの予約が可能です。
※テキストはPDFファイルをダウンロードしてご使⽤ください。
※翌⽇〜4⽇先までの授業予約が可能です。
※レッスンは、⽉〜⾦（8:00〜21:30）、⼟（8:00〜12:00）に予約可能です。
※担任制ではないため、毎回同じ曜⽇、時間に予約しても講師が代わる可能性があります。
※予約済みの授業キャンセルは前⽇の20時までです。期間内にキャンセルした場合は、受講回数は消費されません。
※キャンセル期間を過ぎた場合は、いかなる場合も1回分消費したとみなします。
※レッスンの予約可能枠には限りがあります。希望受講枠が埋まっている場合には、別の時間帯での予約を検討してください。
※受講レベルは、受講⽣が⾃由に選ぶことができます。（受講開始時に、お電話で英語レベルを確認し、
お薦めのレベルをご提案いたします。）
※受講料（4回分）は、当⽉末に銀⾏振り込みをお願い致します。お振り込み先は、ご登録いただいた
メールアドレスまでご連絡致します。（GLC既存⽣は、所定の⼝座から⾃動引き落としとなります。
※夏のお試し講座・全チケットの消費期限は、受講開始から１ヶ⽉以内です。
※学習カウンセリングは、実施ご希望⽇（複数候補）を事務局までメールでご連絡ください。
カウンセリングはお電話で実施致します。
※オンラインセミナーのURLは、ご登録いただいたメールアドレスに、ご連絡致します。

４回完成 3,520円（税込） 学習カウンセ
リングつき

特別セミナー
ご招待

お申し込みはWEBにて！ https://my.ptsc.jp/benesseglc/inquiry_pc?i=ost_summer

夏のお試し講座 受講費

まずはお試し！ 夏のお試し講座の受講費

8

https://my.ptsc.jp/benesse-glc/inquiry_pc?i=ost_summer


１レッスンは何分ですか。 レッスンは、１回25分です。

無料体験レッスンを受けることはできますか。 初めての⽅へ2回分の無料体験レッスンをご⽤意しております。
無料体験申し込みページからお申込みください。

⼀ヶ⽉の受講料を教えてください。 ⽉額13,200円（税込）です。受講料には、オンラインレッスン（8回）、アプリ使⽤
料、進路セミナー（定期開催）、学習カウンセリング（予約制）を含みます。

毎⽉のチケット枚数について チケット数は毎⽉８回が基本単位です。毎⽉20⽇までご連絡いただければ、
翌⽉から１枚（1,500円）単位で追加可能です。

どんなアプリを使うのですか。
ベネッセが開発した志望⼤学合格に必要な英語⼒から逆算し学習を進められる
英語4技能問題演習アプリです。英語4技能検定本番さながらの問題演習や
AIとの英会話トレーニングができます。

進路セミナーはどの程度の頻度で実施していますか。 毎⽉2回程度実施しております。国内⼤学・海外⼤学の受験情報、海外⼤学の
暮らしなど、参加者の希望に合わせてセミナーを実施しています。

学習カウンセリングは、どの頻度で実施できますか。 ⽉1回程度、実施可能です。ご希望の⽅は、事務局までメールでご希望⽇時を
ご連絡ください。電話もしくはオンラインツールで実施致します。

レッスンの予約可能期間を教えてください。 翌⽇〜8週間先まで予約可能です。

レッスンは何時から何時まで受講できますか。
レッスン可能時間は、平⽇ 18:00(開始）〜21:55(終了）、
⼟曜は 8:00(開始）〜 12:25(終了）の時間帯です。
なおそれ以外の時間でも空きがある場合は予約・受講していただいて問題ありません。

よくある質問
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※夏期講習後の通常講座のご案内です。夏期講習についてはP8をご覧ください。
※質問頻度の⾼い順に掲載してあります。



予約⽅法・変更⽅法を教えてください。
レッスン予約画⾯（オンライン上）から好きなレッスン時間帯を予約することができ
ますが、担任制ではないため、毎回同じ曜⽇、時間に予約しても講師が代わる可能性
があります。

予約したレッスンの変更・キャンセル期限を教えてく
ださい。

予約の変更・キャンセル期限は前⽇の20時までです。キャンセル期限を過ぎた場合は、
いかなる場合もレッスンを１回分消費したとみなします。

チケットの利⽤可能期間を教えてください。 １チケットの消費期限は２か⽉です。期限が切れたチケットは使⽤不可となりますの
で、期間内に消化するようお願い致します。

講師は⾃由に選べますか。
予約枠の空いている講師を⾃由に選ぶことが可能です。レッスン予約枠には限りがあ
りますので、希望時間の予約が埋まっている場合は、別の時間帯での予約を検討して
ください。

講師はどのような⽅ですか。
厳しい採⽤条件をクリアした講師には、英語の教授法はもちろん、⽇本のマナーや慣
習、教育をはじめ、⽇本の児童・⽣徒の関⼼が⾼い⽂化（ファッションや⾳楽、ス
ポーツなど）の研修を義務づけています。また、定期的にTESOL資格取得のトレー
ナーによる研修を⾏っています。*TESOL(英語が⺟国語ではない⼈々向けの英語教授法)

教材は何を使⽤していますか。
教材は、学習指導要領に沿ったベネッセオリジナル教材を使⽤しています。Beginner, 
Basic, Intermediate, Advancedの４レベルあります。CEFRレベルA1（初⼼者）〜B1
程度まで対応しています。

契約内容の変更⽅法を教えてください。 毎⽉20⽇までメールご連絡いただければ、翌⽉からの契約内容の変更が可能です。期
⽇までに連絡がない場合は、⾃動的に契約更新となります。

退会⽅法について教えてください。
退会ご希望の場合は、毎⽉20⽇までに事務局へメールでご連絡ください、翌⽉から退
会開始となります。退会時点でチケットが余っている場合、チケット有効期限内であ
れば使⽤可能です。

よくある質問
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※夏期講習後の通常講座のご案内です。夏期講習についてはP8をご覧ください。
※質問頻度の⾼い順に掲載してあります。



レッスンを受けるには何が必要ですか。 インターネットに接続しているWindows PC, Chromebook, Windowsタブレット、
iPad、スマホがあれば受講可能です（Mac PCは動作対象外です）

インターネットの速度はどの程度必要ですか。 原則、500kbps以上あれば受講可能です。インターネットの速度が不安な⽅は、
右記のページからご確認ください。（https://fast.com/ja/）

オンラインレッスンが
うまくつながらなかった場合はどうなりますか。

弊社側の原因でシステムがトラブルが発⽣し、授業開始後5分間以上授業が中断された、
もしくは接続できなかった場合、振替チケットを発⾏いたします。
⽣徒様側のシステムトラブルが原因の場合、振替チケットは発⾏できない場合もあります。

英語⼒の伸びを測るテストはありますか。 英語⼒の伸びを測るテスト（Online Speaking Test）があります。各レベル、
５回のテストがあります。テスト1回受講につき、1レッスンとしてカウントします。

よくある質問
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※夏期講習後の通常講座のご案内です。夏期講習についてはP8をご覧ください。
※質問頻度の⾼い順に掲載してあります。


