
グローバル人材教育の
ご担当者様の疑問に
お応えします！

英語学習の目的・目標が曖昧になっている。
研修が対象者のレベルにマッチしていない。
研修が対象者の業務量を圧迫している。
Eラーニングを完走できていない社員が多い。
今よりも効率よく社員の英語力を高めたい。   etc.

貴社ではこのような問題を抱えていませんか？

TOEIC is a registered trademark of the Educational Testing Service (ETS).
This publication is not endorsed or approved by ETS.
* L&R means LISTENING AND READING.

TOEIC® L&R TEST対策 Web通信コース

TOEIC® L&R TEST対策 学習法セミナー

TAC法人英語研修 公開セミナー（有料セミナー）

参加
３大
特典

どれでも1名様1コース無料受講可能

貴社施設にて無料開催（※諸条件あり）

セミナー受講料50％OFF（※諸条件あり）
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2018年10-12月

TAC法人英語研修 公開セミナーのご案内
特典付要予約無料・有料

■TAC法人英語研修 公開セミナー（有料セミナー）の詳細は中面をご覧ください3

無料セミナー
英語公用語化企業の事例から学ぶ！社員を本気にする英語学習法（導入編）0 講師：セレン

日程 時間 会場 受講料10月19日（金）　 TAC八重洲校 無料18：30-20：00
対象者：企業の語学教育ご担当者様

内容
1. 9 割が失敗！？ 社内英語研修の盲点
2. 社員を本気にする英語学習法
3. 社員が学習を継続したくなる学習支援

教材：セミナーオリジナルレジュメ（教材費は受講料に含まれています）

（要予約）

まずはこちらの無料セミナーにお気軽にご参加ください！

講師プロフィール
英語キュレーター、社内英語公用語化IT企業内英語研修講師。
留学経験ゼロ、海外経験ゼロから英語学習をスタート。英語の学び
と楽しみ方をSNSを通じて情報発信をしており、そのフォロワー数
は12,000人を超える。
著書に『英語のあたらしい読みかた』（IBC パブリッシング）がある。
TOEIC® L&R TEST 990点（満点）。



担当講師：セレン

講師からのメッセージ
社内英語公用語化企業内で講義や研修を担当してきた経験を通して、本気
になれる英語学習法や、社会人の多くがチャレンジしているTOEIC® 
L&R TESTのスコアアップにも直結する実践的な学習法をお伝えしま
す。私自身が30歳を過ぎて、国内で英語を身につけてきた経験に基づき、
英語が苦手な方を常に念頭に置いたお話をさせていただきます。

社内英語公用語化企業の事例で実践
本気になれる！結果が出る！英語学習法（実践編）1 講師：セレン

日程 時間 会場 受講料11月7日（水）　 TAC八重洲校 9, 800円18：00-21：00
レベル・対象者：初級者向け、TOEIC®L&R TEST600点以下の方

特長
1. 明日は我が身？英語公用語化企業で社員が直面した
数々の問題について紹介します。

2. せっかくなら英語学習を楽しもう。自分に合った学習法の
見つけ方をご案内します。

3.「英語力の上達＝継続」が欠かせません。挫折しない
学習の仕方を紹介します。

教材：セミナーオリジナルレジュメ（教材費は受講料に含まれています）

英語学習が三日坊主になってしまう原因と解決法に
ついてお伝えします。

講師自らも実践し、また英語公用語化企業の社員が
実践して効果が上がった学習法の数々を紹介します。

自分に合った学習法を見つけてもそれが続かなければ
意味がありません。いかに英語学習に対するモチベー
ションを保って学習を続けるか、そのコツをお伝えし
ます。

英語学習が続かない人の
共通点

自分に合った学習法を見
つけよう

自分に合った学習法で英
語学習を継続させるコツ

テーマ 内　容
1

2

3

本気で追い込む直前ゼミ！英語必須の社会人が結果を出してきた
TOEIC®L&R TESTスコアアップ講座　リスニング編2 講師：セレン

日程 時間 会場 受講料12月5日（水） TAC八重洲校 9, 800円18：00-21：00
レベル・対象者：TOEIC® L&R TESTで 600-700 点突破を目指したい方

特長
1. さまざまな企業で実施し、結果を出してきた直前対策
講座を元に本当に効果的な対策とトレーニングに
フォーカスします。

2. スコアアップに直結する、知っておくべきリスニング
問題の解答テクニックをお伝えいたします。

3. TACのオリジナル問題集を使用します。

教材：セミナーオリジナルレジュメ、『TOEIC® L&R TEST対策問題集 Vol.1』［リスニングセクション］（TAC） （教材費は受講料に含まれています）

本気で追い込む直前ゼミ！英語必須の社会人が結果を出してきた
TOEIC®L&R TESTスコアアップ講座　リーディング編3 講師：セレン

日程 時間 会場 受講料12月7日（金）　 TAC八重洲校 9, 800円18：00-21：00
レベル・対象者：TOEIC® L&R TESTで 600-700 点突破を目指したい方

特長
1. さまざまな企業で実施し、結果を出してきた直前対策
講座を元に本当に効果的な対策とトレーニングに
フォーカスします。

2. スコアアップに直結する、知っておくべきリーディング
問題の解答テクニックをお伝えいたします。

3.TACのオリジナル問題集を使用します。

教材：セミナーオリジナルレジュメ、『TOEIC® L&R TEST対策問題集 Vol.1』［リーディングセクション］（TAC）（教材費は受講料に含まれています）

テスト直前、リスニング対策は何をすればいいの？
細切れの時間で実践できる対策法を紹介します。

知っているといないのとでは大違い。リスニング問題
の解答テクニックを確認します。

日々の実践で効果が上がるリスニング力強化トレー
ニング法を紹介します。

手元の教材を100％活用
したリスニング問題実践
演習

リスニング問題解答テク
ニック

スコアアップに直結！
おススメのリスニング力
アップトレーニング

テーマ 内　容
1

2

3

テスト直前、リーディング対策は何をすればいいの？
細切れの時間で実践できる対策法を紹介します。

知っているといないのとでは大違い。リーディング問
題の解答テクニックを確認します。

日々の実践で効果が上がるリーディング力強化トレー
ニング法を紹介します。

手元の教材を100％活用
したリーディング問題実践
演習

リーディング問題解答テ
クニック

スコアアップに直結！
おススメのリーディング
力アップトレーニング

テーマ 内　容
1

2

3

TAC 法人英語研修 公開セミナー 有料 特典付

プロフィールは表紙を参照

『書く・話すための英文法コース 問題集』（TAC）
プレゼント

特典

『TOEIC®L&R TEST対策問題集Vol.2』(TAC)
プレゼント特典

『TOEIC®L&R TEST対策問題集Vol.2』(TAC)
プレゼント特典



担当講師：松崎 由起子

講師からのメッセージ
レベルアップへの道筋は一つではないからこそ、一人一人
の個性を活かした指導をしていきたいと思っています。こ
れまで自分なりにいろんな勉強法を試したけれども続か
なかった方、楽しく効率的に学びたい方、お待ちしており
ます。

プロフィール
「英語が大好き、人が大好き！」な先生だからとにかくレッスンが楽しい！
英語圏での在住なしにCEFR  C2レベルの英語力を手に入れた実力派講師。
直近の2年で1,000人以上、超初心者から英語の先生やプロの翻訳家まで、
幅広いレベルの方への教授経験を持つ。「読む・聴く・話す・書く」と
いう4技能すべてを、それぞれに合った形で楽しく効率的に教えること
ができる。ポッドキャスト「翻訳コンシェルジュ®の3D英文法」配信中。

〈資格〉
TOEIC® L&R TEST 990点（満点）
英検1級　
IELTS 7.5（リスニング8.0, スピーキング8.5）　
Cambridge English: Proficiency (CPE)（最高レベル）他多数

超初心者向け　これなら分かる！
オリジナル教材で楽しく学ぶ英語の基礎講座4 講師：松崎 由起子

日程 時間 会場 受講料11月9日（金）　 TAC八重洲校 9, 800円18：00-21：00
レベル・対象者：初級者

特長
1. 数多くの英語ビギナーに教えた経験
に基づくわかりやすい順番で構成さ
れたオリジナル教材を使用します。

2. 初心者に必須の英語の基礎
を3時間でカバーします。

3. 必ず押さえておきたい日常
英単語が覚えられます。

教材：セミナーオリジナルレジュメ（教材費は受講料に含まれています）

単語レベル、文章レベルでの英語の発音とリズムを身につけることから始めます。

特に初級者の方におススメの、見えるものをとっさに英語で描写するトレー
ニングを体験していただきます。

ネイティブは話したり書いたりしているときにどんな発想をしているのか、英語
と日本語の発想の違いを確認します。

「単語をたくさん覚えたほうが良いことはわかっているけどなかなか覚えられ
ない」と思っていませんか？ここでは必須英単語を速効で覚えられる記憶術を
伝授します。

英語の発音とリズム

目に見えるものを描写しよう

ネイティブの物の見方を理解しよう

日常生活で使う（TOEIC® L&R 
TEST対策にもさりげなく役立
つ）英単語を覚えよう

テーマ 内　容
1

2

3

4

全レベル対象　TOEIC® L&R TESTで35分余る！
満点講師が教える英語速読術6 講師：松崎 由起子

日程 時間 会場 受講料11月28日（水）　 TAC八重洲校 9, 800円18：00-21：00
レベル・対象者：初級～800点突破を目指したい方まで

特長
1. リーディングの時間が足りないと感じている
すべての方にお伝えしたいアプローチ法をお伝え
します。

2. 仕事で大量の文献を速く読みこなさなければ
ならない方にもおススメの内容です。

3. TACのオリジナル問題集（200問収録）付。

教材：セミナーオリジナルレジュメ、『TOEIC® L&R TEST対策問題集 Vol.1』（TAC）（教材費は受講料に含まれています）

興味のないテーマも楽しく取り組める方法、リーディングをリスニ
ングのように声に出して読み、リスニングとのスコアのギャップ
を埋めていく解き方、具体的な時間配分のイメージ、そして問
題作成者の意図を理解した解答テクニックを伝授します。

某英語教材の名前に似ていますが、関係ありません。視覚的に素早く
キャッチする訓練をします。目指すのは、ネイティブの大学生が読む
スピードと同じ「1分間に250ワード」。もちろん、内容もしっかりと
理解しながらです。そんな練習が出来るゲームに色々と挑戦します。

講義：リーディングセク
ションの効率的かつ確実
な解き方

ゲーム：Speed 
Reading/Reading for 
Speed and Fluency

テーマ 内　容
1

2

全レベル対象　たった3時間でTOEIC® L&R TESTにも
頻出の150語が覚えられる！英単語速効記憶術5 講師：松崎 由起子

日程 時間 会場 受講料11月21日（水）　 TAC八重洲校 9, 800円18：00-21：00
レベル・対象者：全レベル

特長
1. 一度に覚える単語が倍増…
いや、何倍にもなります。

2. 講座の中だけで、TOEIC® 
L&R TESTにも役立つ単語
が150個覚えられます。

3. TACのオリジナル単語集（300
語収録）付。

教材：セミナーオリジナルレジュメ、『TOEIC® L&R TEST対策単語集 Vol.1』（TAC）（教材費は受講料に含まれています）

英単語の覚え方には色々な方法があり、それを学ぶ講座も他にありますが、高校
時代の私（講師）が初めてのTOEIC®  L&R  TESTで830点を取れた理由はこれ
以外に考えられません。その方法を伝授します。

ネイティブと同じように、初めて見る単語でも推測できるようになります。実際
に英語圏の子供が語彙を増やすために実施する方法でもあります。

語彙力に自信のある方にもない方にもお伝えしたい内容です。受験英語で英語＝
日本語を対で覚えてしまった方には、もう一度頭を柔らかくして、より多くの語彙
を自然と注ぎ込める記憶術です。

語源を使って楽しく英単語の
成り立ちを学ぶ

はじめて見る単語でもその意味
を推測できるテクニック

単語速効記憶術

テーマ 内　容
1

2

3

『TOEIC®L&R TEST対策問題集Vol.2』(TAC)
プレゼント

『書く・話すための英文法コース 問題集』（TAC）
プレゼント

特典

『TOEIC® L&R TEST対策単語集Vol.2』(TAC)
プレゼント

特典

特典

ご予約方法については裏表紙をご覧ください



TAC法人英語研修 公開セミナー 一覧＆ご予約方法のご案内

お問い合わせ

セミナー実施会場  TAC八重洲校

❶ E-mail にてご予約をお願いいたします。
送信先：TAC語学営業部（houjin-gogaku@tac-school.co.jp）
件名と本文には下記事項をご記載ください。
件名：TAC語学セミナー予約
本文：1）受講ご希望のセミナー名
　　　2）参加者人数
　　　3）貴社名、ご担当者名
　　　4）ご連絡先（TELおよび Eメールアドレス）
　❷ ご予約受付～お申込みの流れ
（無料セミナーの場合）
2営業日以内に受付完了メールをお送りしますのでご確認ください。
以上でお申込み受付は完了です。
（有料セミナーの場合）
2営業日以内にセミナー専用申込書をメールにてお送りします。
必要事項をご記載の上、メールまたはFAXでご返信をお願いいた
します。

無料セミナーのみWeb予約も可能です
※無料セミナー（10/19）のみ「TAC Web 予約システム」からのご予約も可能です。本シス
テムをはじめてご利用の方は「会員登録」から利用者登録を行ってください。

　　　　　　　　　https://tacschool.resv.jp
ご予約の手順
❶「予約する」ボタンをクリック。
❷表示条件、「講座を選択」から「英語」を選択、その下の実施月は「2018/10」を表示させる。
❸セミナー名「英語公用語化企業の事例から学ぶ！ 社員を本気にする英語学習法（導入編）」
が表示されていることを確認し、右の「予約」ボタンをクリック。
　残席がある場合に限り予約できます。
　あとは画面の指示に従って予約を完了してください。

※定員と締め切りについて
会場の都合上、各セミナーは定員60名となっております。お申込みの
締め切りは実施日の1週間前とさせていただきますが、それ以前に
定員に達したセミナーはその時点で締め切りとなる場合もございます。
あらかじめご了承ください。

▶住所
TAC八重洲校
〒104-0031　東京都中央区京橋1-10-7
KPP八重洲ビル

▶アクセス
JR東京駅中央口より徒歩5分
日本橋駅B1出口より徒歩3分
京橋駅6番出口・宝町駅A6出口より徒歩4分

TAC株式会社　法人事業部　語学営業部
03 - 5276 - 8954（平日9：30 -17：30）　
E-mail：houjin-gogaku@tac-school.co.jp

▼Web予約は
  こちらから

■ 公開セミナー 一覧
セミナータイトル 　　　　　　　　　  講師　　 　　　日時　　　　　　　　　　　　会場　　　　　　　受講料
無料セミナー
英語公用語化企業の事例から学ぶ！
社員を本気にする英語学習法（導入編）

セレン 2018年10月19日（金）
18：30 -20：00

社内英語公用語化企業の事例で実践　
本気になれる！結果が出る！
英語学習法（実践編）

セレン 2018年11月7日（水）
18：00 -21：00

本気で追い込む直前ゼミ！英語必須の社会人が結果を
出してきたTOEIC®L&R TESTスコアアップ講座
リスニング編　

セレン 2018年12月5日（水）
18：00 -21：00

本気で追い込む直前ゼミ！英語必須の社会人が結果を
出してきたTOEIC®L&R TESTスコアアップ講座
リーディング編

セレン 2018年12月7日（金）
18：00 -21：00

超初心者向け　これなら分かる！
オリジナル教材で楽しく学ぶ
英語の基礎講座

松崎 由起子 2018年11月9日（金）
18：00 -21：00

全レベル対象　たった3時間で
TOEIC®L&R TESTにも頻出の150語が
覚えられる！　英単語速効記憶術

松崎 由起子 2018年11月21日（水）
18：00 -21：00

TOEIC®L&R TESTで 35分余る！
満点講師が教える英語速読術 松崎 由起子 2018年11月28日（水）

18：00 -21：00
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■ ご予約からお申込みまでの流れ

TAC Web予約システム

TAC八重洲校

TAC八重洲校

TAC八重洲校

TAC八重洲校

TAC八重洲校

TAC八重洲校

TAC八重洲校

無料

9,800円

9,800円

9,800円

9,800円

9,800円

9,800円

https://gogaku.tac.biz/

https://www.facebook.com/gogaku.tac.1

https://twitter.com/GogakuTac

最新情報・オススメコース、各コースの体験講義動画は下記サイトへ！

TAC法人語学
@GogakuTac

TAC法人語学 検 索

gogaku Tac


