
ディベートやプレゼンテーション等を通して、政治から社会までの 
話題を取り上げ、スピーキング･リスニングに重点をおきながら 
総合的に英語力を高めます。ポイントを読み取るリーディング力は 
宿題で補います。英語力の土台固めに最適なコースです。 

 ■ 短期総合英語 【定員：10名】                                                    中級・上級 

最新の国際英語ニュースを教材として使用し、リスニング力や 
ディスカッションスキルを高め、流暢さを磨きます。ニュースを 
総合的に理解し、自分なりの視点や意見を表現する力を 
身につけます。最新の語彙、表現力を習得し、国際情勢に 
対する関心や知識を深めることができます。 

 ■ 短期カレント・ニュース 【定員：10名】                                                中級・上級 

海外メディアがニュースで伝えた現代日本の興味深いテーマを 
扱い、日本についての知識を深め、日本を再発見していきます。 
各自リサーチした内容をもとに豊富なアウトプット演習を行い、 
日本の文化や社会を英語で分かりやすく説明できるプレゼン力 
を磨きます。 

 ■ Presenting Japan －ニッポンを紹介しよう－  【定員：10名】                           中級・上級 

受講期間 曜日 時間帯 時間数 受講レベル クラスコード 

9/11 - 10/2 火 19:00 – 21:10 
8 I-2～A-2 

CE2 Tu19 

9/12 - 10/3 水 13:00 – 15:10 CE2 We13 

受講期間 曜日 時間帯 時間数 受講レベル クラスコード 

9/11 – 10/2 火 13:00 – 15:10 
8 I-1～A-2 

SC0 Tu13 

9/12 - 10/3 水 19:00 – 21:10 SC0 We19 

日本人が特に間違いやすい文法や表現などに焦点をあてながら 
練習を重ね、正確に話す意識を高めていきます。 
講師が間違いの訂正やアドバイスを適切に行いながら授業を 
進めていくため、文法事項を意識しながら正確に話す習慣が 
身につきます。 

 ■ Speaking Accurately－正確な英語を話そう－ 【定員：10名】                         中級・上級 

国際英語ニュース、ご自身の興味のある新聞記事を使い、 
洗練されたレベルの高いスピーチに必要な言い換え練習や、 
聞き手を意識したスピーチ練習を行います。自己のスピーチの 
弱点と向き合い、どのように強化するかを学ぶ絶好の機会です。 

 ■ Refining High Level Speech －洗練された英語を話そう－ 【定員：10名】                   上級 

受講期間 曜日 時間帯 時間数 受講レベル クラスコード 

9/6 – 9/27 木 10:00 – 12:10 

8 

P-I～A-2 SA0 Th10 

9/8 – 9/29 土 10:00 – 12:10 I-2～A-2 SA3 Sa10 

9/8 – 9/29 土 16:00 – 18:10 P-1～I-2 SA2 Sa16 

受講期間 曜日 時間帯 時間数 受講レベル クラスコード 

9/26 – 10/5 水・金 19:00 – 21:10 8 A-1～A-2 SRS WeFr19 

受講期間 曜日 時間帯 時間数 受講レベル クラスコード 

9/6 – 9/27 木 13:00 – 15:10 
8 I-1～A-2 

SJ0 Th13 

9/8 – 9/29 土 13:00 – 15:10 SJ0 Sa13 

 

サイマル・アカデミー 語学力強化コース  
夏期集中プログラム 2018 

通訳者・翻訳者養成スクールとして培ったサイマル・アカデミーのノウハウを活かして、 
幅広い知識や表現力、コミュニケーション力を養い、 実用的な英語運用力を身につけます。 

※2レベル合同のクラス編成となります。 例）Intermediate 1 & 2、Intermediate 2 & Advanced 1 など 

◆レベルの目安◆ ～各クラスをお選びいただく際に、ご参照ください～ 

TOEIC 600～700点 
TOEFL 50～61点(iBT) 

英検2級 

TOEIC 700～800点 
TOEFL 61～80点(iBT) 

英検準1級 

TOEIC 800点以上 
TOEFL 80点以上(iBT) 

英検1級 

しっかりした基礎的英語力を 
身につけている 

ほぼ正確に自分の意見を自由に言える 英語でディスカッションができる 

Pre-Intermediate (P-I) Intermediate 1 (I-1) Intermediate 2 (I-2) Advanced 1 (A-1) Advanced 2 (A-2) 



募集要項 

 

校内設置の「短期プログラム申込書」をご提出ください。 

【レベルチェック免除者】 
在籍生、2017年10月以降にレベルチェックを受けた方 
 

レベルチェック （無料）  

注意事項 

レベルチェック日程 

8月12日（日） 13:30 – 15:30 

8月15日（水） 19:00 – 20:00 

8月18日（土） 10:00 – 12:00 

8月19日（日） 10:00 - 12:00 

8月19日（日） 13:30 – 15:30 

 
  【概要】 
  ・ディクテーション（15分） 
  ・英語ネイティブ講師とのインタビュー（15分） 
  ・日本人スタッフとカウンセリング（15分） 
 
  ※上記時間内で15～30分ごとに開始時刻を設定しますので、お一人ずつ 
   開始時刻が異なります。（要予約） 
  ※お一人あたりの所要時間は、待ち時間を含めて、約１時間～１時間半です。 
  ※上記以降の日程は決定次第、ウェブサイトにてご案内いたします。  
 

入学金（税込み） 授業料（税込） 在籍生特典授業料（税込） 

32,400円 → 0円 31,284円 28,152円 

授業料 

【在籍生特典授業料】 2018年4月コースを受講中の方が対象です。但し、申込期限(2018年8月21日(火))までにお申し込みされた場合に限ります。 
※申込期限後もクラス初回日前々日までお申し込み頂けます。 (その場合の授業料は通常授業料となります。) 
 
※お支払い方法 一括： 銀行振込、デビットカード、各種クレジットカード、 分割払い（ジャックス）もご利用いただけます。 
※他割引との併用はできません。 
※振込手数料はご本人の負担となります。あらかじめご了承ください。 
※夏期集中プログラムはクーリングオフ対象外です。また、開講後のクラス変更はできません。 

ベルリッツ 梅田ランゲージセンター  

      0120-5-109-23 
フリーダイヤル 9時-21時 （土曜：-19時、日祝：-18時） 

www.berlitz.co.jp/business/simul 

【募集に関するお問い合わせ・お申し込み】 

阪急メンズ館と富国生命ビルの間に 
ある三角の形をしたビルの10階です。 
阪急東通商店街側のビル入口から 
高層階用エレベーターをご利用ください。 
namcoさんからのエレベーターは直通 
しておりませんのでご注意ください。 

〒530-0018  
大阪市 北区小松原町3-3   
OSビル10F  

・ お申し込みは、高校卒業以上もしくは19歳以上とさせていただきます。 
・ 原則としてお申し込み順にクラスを案内しますので、定員に達した場合はお入り頂けないことがあります。申込書には第3希望までご記入ください。 
・ クラスは固定スケジュール制となっており、授業の振り替えはありません。 祝日は休講です。   
・ 最少開講人数は4名です。最少開講人数に満たない場合は、開講されないことがあります。予めご了承ください。 
・ 担当講師は開講一週間前に決定されます。現在の講師が来期も同じクラスを担当するとは限りません。以前、同一/類似コースを受講されていた場合、教材が重複することがあります。 
・ 不正行為や不適切な言動があった場合、入学をお断りすることがあります。また、クラスの秩序を乱したり、他の受講生に迷惑をかけた場合、中途解約していただくことがあります。  

開講 

クラス申し込み 

クラス結果通知の発送 

授業料納入 

個別レベルチェック 

申込方法 


