
地球の歩き方「成功する留学」大阪デスク 

英会話レッスン  
 

 

「成功する留学」大阪デスクでは、 

サポートをお申込の方を対象に出発前の英会話レッスンを開催しています！ 

出発前に英語のブラッシュアップをしましょう！ 

 

≪成功する留学の英会話レッスンポイント≫ 

 

お申込頂いてからご出発まで、回数制限なく受講可 

 

レッスンは初級・中級レベルあり！ 

レッスン時間は、1 レッスン＝45 分 定員：1 クラス 12 名 

 

ネイティブの先生のレッスン（日曜日はフィリピン人講師のレッスン） 

人気の二カ国留学（フィリピン留学+英語圏）をお考えの方に特もオススメ♬ 

 

 発音矯正レッスンが月 2 回あり！！また月 2 回はスペシャルレッスンあり！ 

日本人が苦手とする発音！口や舌の形や動かし方なども授業でおこないます。 

スペシャルレッスンは、教科書を使わず季節のイベントや特別なトピックについて勉強♪ 

 

    生徒間で留学情報も交換もできる！ 

    参加者はみんな今からいろんな国に留学に行く人ばかりなので情報交換もしやすいです♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

Luke 先生（オーストラリア出身） 

火曜日と土曜日を担当 

やさしく、まじめで、 

きめ細かいレッスンが人気です☆ 

まずは体験レッスンにご参加ください！初めての方でもお気軽にご参加いただけます 

 

 

 

Jean de los Santos 先生（フィリピン出身） 

日曜日のレッスンを担当してくれている 

とても明るい先生です☺ 

 

 

David John Turner 先生（イギリス出身） 

木曜日のレッスンを担当してくれています 
 

※先生は曜日によって変わります。 

また都合により突然変更になることもございます。 



≪使用テキスト 初級≫ 

 

初級は PASSPORT1（Unit1～20）と、PASSPORT2（Unit1～20）を使用します。 

この教材は、海外旅行や普段の会話で使用する英語を学習することを目的にしたテキストです。 

初心者の向けの分かりやすく、場面設定ごとに Unit が構成されています。 

1 レッスン=1unit で完結します。 

 

PASSPORT１ 

≪初級クラス学習内容≫ 

Unit  Contents 受講確認欄 

1-1 機内編 Would you like chicken or fish? 

鶏肉料理にしますか？それともお魚料理？ 

 

1-2 入国編 Can I have your passport please? 

パスポートを拝見できますか？ 

 

1-3 家族紹介編 My mother has her own business. 

私の母親は自営です。 

 

1-4 お尋ね編 1 

      （許可を求める） 

Can I check my email? 

メールをチェックしてもいいですか？ 

 

1-5 レストラン編 Are you ready to order? 

ご注文はお決まりですか？ 

 

    

1-6 道を尋ねる編 

 

Where’s the station? 

駅はどこですか？ 

 

1-7 両替・ATM 編 Can I use my card in this ATM? 

この ATM で私のカードは使えますか？ 

 

1-8 ホテル予約編 

 

Do you have a non-smoking room? 

禁煙のお部屋はありますか？ 

 

1-9 薬局編 I have a stomachache. 

胃が痛みます。 

 

1-10 出身地紹介編 I’m from Japan. 

日本から来ました。 

 

    

1-11 インフォメーション編 

 

What time does it start? 

それは何時に始まりますか？ 

 

1-12 バケーション編 1 

 

Have you been to the islands? 

その島へ行ったことがありますか？ 

 

1-13 スポーツ編 

 

I really like rugby！ 

私はとてもラグビーが好きです！ 

 

1-14 約束編 Where should we meet? 

どこで会いますか？ 

 

1-15 ショッピング編 How about 400 baht for two? 

２つで４００バーツではどうですか？ 

 

    

1-16 郵便局編 I’d like to send this to Japan, please. 

これを日本に送りたいのですが。 

 

1-17 バケーション編 2 

 

We’re staying five more days. 

私たちは後 5 日滞在します。 

 

1-18 落し物編 I lost my bag！ 

私はかばんを無くしました！ 

 

1-19 お尋ね編 2 

（行き方） 

Which bus goes to the airport? 

空港行きのバスはどちらですか？ 

 

1-20 感想編 

 

What did you like the best? 

何が一番良かったですか？ 

 

 



≪使用テキスト 初級≫ 

 

PASSPORT２ 

≪初級クラス学習内容≫  

Unit  Contents 受講確認欄 

2-1 入国編 What’s the purpose of your visit? 

あなたの目的は何ですか？ 

 

2-2 ショッピング編 How much is it? 

おいくらですか？ 

 

2-3 チケット購入編 When is the next train to Xi’an?. 

西安行きの次の列車はいつきますか？ 

 

2-4 ホテル編 

 

The TV is broken. 

テレビが壊れています。 

 

2-5 コミュニケーション編１ What is there to see? 

見るところはどこかありますか？ 

 

    

2-6 レンタル編 

 

I’d like to rent a snowboard, please. 

私はスノーボードを借りたいのですが。 

 

2-7 出身地紹介編 Tell me about your country. 

あなたの国について教えて下さい。 

 

2-8 週末編 

 

How was your weekend? 

週末はどうでしたか？ 

 

2-9 病院編 Does it hurt? 

痛みますか？ 

 

2-10 レストラン編 I’d like a cup of coffee, please. 

コーヒーをいただけますか。 

 

    

2-11 インフォメーション編 

 

Would you like to visit the Temple of 

Heaven? 

天壇に行ったことがありますか？ 

 

2-12 インターネットカフェ編 

 

I want to send an attachment. 

私は添付ファイルを送りたいです。 

 

2-13 注文編 

 

I’d like a chicken sandwich, please. 

チキンサンドイッチをお願いします。 

 

2-14 道案内編 Go straight along this road. 

この道をまっすぐ進んで下さい。 

 

2-15 お尋ね編 1 

（経験） 

Have you been to the Great Wall yet? 

万里の長城へ行ったことがありますか？ 

 

    

2-16 手助け編 Excuse me. Can you help us? 

すみません。手伝ってもらえますか？ 

 

2-17 ホテル編 I don’t think this is right. 

私はこれが間違っていると思います。 

 

2-18 コミュニケーション編 Keep in touch! 

これからも宜しく！ 

 

2-19 空港編 

 

Did you pack this bag yourself? 

ご自身で荷物を詰めましたか？ 

 

2-20 お尋ね編 2 

（感想） 

Are you going snowboarding again? 

スノーボードにまた行きますか？ 

 

 

 

 

 

 



≪使用テキスト 中級≫ 

 

中級は Discussion Topics を使用します。1 レッスン=1unit で完結します。 

中級では、ディスカッション形式となり、あるトピックに沿って自分の意見を述べたり、話し合ったり、

人の意見を聞いたりすることにより、会話力を高めることを目的にしたレッスンとなっています。 

 

Discussion Topics 

≪中級クラス学習内容≫  

Unit  Contents 受講確認欄 

1 HOME TOWNS Describe your hometown. 

 

 

2 HOMES What is essential for comfortable living in 

a home? 

 

 

3 FOOD Discuss the differences in taste: 

What appeals to American and 

Japanese? 

 

4 CLOTHING 

 

Discuss formality and informality in 

dressing. 

 

 

5 CUSTOMS Compare attitudes toward the work ethic. 

 

 

6 RELIGION 

 

What religion are most Japanese people? 

 

 

7 DRINKING Compare manners in bars. 

 

 

8 PASTIMES What’s your favorite pastime or hobby? 

 

 

9 DOCTORS When do people go to the doctor in 

America and Japan? 

 

10 PROVERBS Why study proverbs? 

 

 

11 MARRIAGE 

 

Compare an American and a Japanese 

wedding ceremony. 

 

12 CHILD RAISING 

 

What do you think is the ideal number of 

children in a family? 

 

13 EDUCATION 

 

Compare the Japanese and American 

education systems. 

 

14 PERSONALLITY Are you a “typical” Japanese person? 

 

 

15 IMAGE 

 

What impression have visitors to Japan 

given you? 

 

16 ART,THEATER,MUSIC Discuss the differences and similarities 

between Japanese and American art. 

 

17 MASS MEDIA What is mass media? 

 

 

18 GOVERNMENT What is democracy? 

 

 

19 BUSINESS 

 

What are the differences between 

American and Japanese business 

practices? 

 

20 PREJUDICE 

 

What is prejudice?  

21 WOMEN’S  ISSUES What is the traditional role of a woman in 

America and Japan? 

 

22 INTERMEDIATE TOPICS SOCIETY AND CULTURE 

 

 


