
幅広いトピックの英語を学びたい方
TOEIC L&Rの点数を上げたい方
苦手分野の補強、得意分野の伸長をしたい方
初級～上級（TOEIC225～ 990 相当）
日常生活からエンターテインメント、旅行、ビ
ジネスまで様々なトピックからなる100レッスン
（文法 100／リーディング 125／リスニング
125 から計 100 レッスンを選択。１レッスン
30-45分程度）
約75～100 時間
日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）
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論文の読解力、講義の聴解力を上げたい方
長・短期の留学や研修のために学術的な語彙を
習得したい方
TOEFL ITP テストの点数を上げたい方
中級（TOEFL ITP 490 ～程度、
TOEIC550 ～780 程度）
自然科学・人文科学・社会科学など多彩な学術
分野、大学生活がトピックのレッスン 30 本（リ
スニング・リーディング各15本、各 45～60 分）
留学時に役立つ情報に関する動画15本
約 25～30 時間
日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）
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eラーニング動作環境（2020 年 4月現在）　回線速度 5 Mbps 以上推奨

スマートフォン
タブレット

パソコン

Android　  デバイス：4インチ以上のスマートフォンまたはタブレット　OS：Android 5.0 以上　ブラウザ：Google Chrome
iOS　　　   デバイス：iPhone 5 以上、iPad　OS：iOS 10 以上　ブラウザ：Safari

Windows    OS：Windows 8.1以上　ブラウザ：Internet Explorer、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox
Mac           OS：MacOS 10.14 以上　ブラウザ：Safari、Google Chrome、Mozilla Firefox

短期間で TOEICスコアを600まで上げたい方
初めて TOEICを受講する方
TOEICの形式に慣れたい方
初級～中級（TOEIC250 ～ 600点相当）
TOEIC 対策に焦点を絞ったレッスン69本（各30分）
TOEIC対策講師による解説ビデオ16本（各2～3分）
TOEIC 模擬テスト 4 種類収録（1 テストあたり
100問／60分、同じテストを何度でも受講可能）
約 50～60 時間
日本語・英語

３コース計2000 名（申込先着順）
本学に在籍する学部生・大学院生で、藝大アカ
ウントを使って自身のパソコン、スマートフォン、
タブレットで学習できる方
（動作環境は下の表を参照）
2020 年 5月中旬～2021年 3月31日
登録には藝大アカウントが必要です。サービス
開始以降は、Reallyenglish 社のプラットフォー
ム上で学習します。
5 月 1 日（金）～5 月 10 日（日）の 間 に
Google Form から申込。３つのコースのうち希
望するコース１つを選んでください。

https://forms.gle/uXQcYyWU5XEtncVo6

ヤマモト アン トモコ（映像研究科特任助教）
キャサリン ハリントン（グローバルサポートセンター特任助教）
英語（日本語サポートあり）
各15 名（定員を超える申込がある場合、1は学部・修士・博士課程それぞれの最終学年の学生、２は修士・博士
課程の学生を優先します。同じ条件の場合は先着順）
カメラとマイクがついたPCやタブレットを使ってZoomによる通信が可能な方
5月1日（金）～5月7日（木）の間にGoogle Formから申込　　
４回とも受講できる人のみ、ご応募ください。ただし曜日が違う４回目のみ受講が難しい場合は、相談に応じます。
（プレゼンテーション資料をオンラインで提出、他の日時に面談を行うなどの対応を予定しています）
１と２の両方に申し込むことも可能です。

世界に向けた自身の作品や研究の発信、情報収集、人的・組織的ネットワーク構築には、グローバル言語である英語の運用力が不可欠です。
東京藝術大学グローバルサポートセンターでは、全学部・研究科の学生を対象に、「eラーニング Reallyenglish 英語学習システム（３コー
ス）」と「実践講座　アーティスト・芸術系研究者のための英語（２コース）」の受講者を募集します。ふるってご応募ください。
（正規の語学科目とは異なります。本プログラムによる学習で単位を取得することはできません）

お問い合わせ：東京藝術大学 グローバルサポートセンター　globalsupport@ml.geidai.ac.jp
グローバルサポートセンター ウェブサイトGEIDAIx GLOBAL　https://global.geidai.ac.jp　
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2. Academic English 
【総合英語コース アカデミック】
学術的なトピック・場面に関連する英語力を強化

対象　

レベル

内容

学習時間
言語
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3. Kickoff for the TOEIC L&R 
【TOEIC L&Rキックオフ】
ステップアップ方式のTOEIC L&R 対策
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1. Practical English 7 
【総合英語コース７】
総合的な英語力をバランスよく強化
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2020年度　グローバルサポートセンター
英語学習支援プログラム  受講者募集

e ラーニング▶Reallyenglish 英語学習システム
eラーニングは、パソコン、スマホ、タブレットなどを使って、自分の好きな時間に自分のペースで学習するシステムです。
各自の目的に合わせて下の３つのコースから１つを選んでください。2020 年度末まで無料で利用できます。

実践講座▶アーティスト・芸術系研究者のための英語
アーティスト、芸術系研究者ならではの専門的な内容の発信に焦点を置いた少人数制の講座です。
各４回のセッションを通じて、受講者一人ひとりのレベル・目的に合った実践的なコミュニケーションスキルを習得します。
2020 年前期は Zoomを使った遠隔授業となります。後期にも同じ内容で開講予定。

1. English Presentation Course for Artists
【英語のプレゼンテーションとポートフォリオ制作】
自分の作品や研究を効果的に伝えるプレゼンテーションのコツや、CV、アーティスト・ステートメント、PDF ポートフォリオの作
り方を学びます。基本的に美術のフォーマットを使用します。

第 1回 5 月 12日（火） 13:00～14:30 英語による５分間の自己紹介（事前に内容を準備してくること）
第 2回 5 月 19日（火） 13:00～14:30 ポートフォリオ作成ワークショップ（構成）
第 3回 5 月 26日（火） 13:00～14:30 ポートフォリオ作成ワークショップ（完成）
第 4回 5 月 27日（水） 13:00～14:30 最終プレゼンテーション

2. Academic Writing in English   【英語のアカデミックライティング】　

国際的に多用されている、英語の論文のスタイルや研究方法を学びます。主に英語での論文発表を目指す学生を対象としていますが、
研究方法などは言語を問わず学術活動全般において活用できる内容です。

第 1回 5 月 12日（火）  14:40～16:10 研究方法
第 2回 5 月 19日（火） 14:40～16:10 研究のプラニング・構造
第 3回 5 月 26日（火） 14:40～16:10 参考文献レビュー
第 4回 5 月 27日（水） 14:40～16:10 個別相談

全学生
対象


