
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で構成されたレッスン
（文法 100／リーディング 125／リスニング
125。１レッスン30-45分程度）
レベル診断テストや習熟度分析により各利用者
に最適なレッスンを提示
約300 時間
日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）

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で構成されたレッスン
（文法 100／リーディング 125／リスニング
125。１レッスン30-45分程度）
レベル診断テストや習熟度分析により各利用者
に最適なレッスンを提示
約300 時間
日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）

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で構成されたレッスン
（文法 100／リーディング 125／リスニング
125。１レッスン30-45分程度）
レベル診断テストや習熟度分析により各利用者
に最適なレッスンを提示
約300 時間
日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）

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）

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）

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）

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300名（申込先着順）
本学の教職員（非常勤・有期雇用の方含む）
2020 年 6月上旬～2021年 3月31日
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ていただきます。
本プログラムはスーパーグローバル大学創成支
援（SGU）事業の一環として、本学の教育研究
の国際化を推進しうる人材育成を図ることを目的
としたものです。
5 月 18 日（月）～5 月 26 日（火）の期間に以
下の Google Form から申込。３つのコースの
中から希望するコース１つをお選びください。
https://forms.gle/EuSYWqC5yvVFB8eD9

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　

注意事項注意事項

申込方法申込方法

受講条件受講条件
利用期間利用期間

  定  員  定  員

申込フォーム▶

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

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

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

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

対象　

レベル
内容

学習時間
言語

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

対象　

レベル
内容

学習時間
言語

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

対象　

レベル
内容

学習時間
言語

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

対象　

レベル
内容

学習時間
言語

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

対象　

レベル
内容

学習時間
言語

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

対象　

レベル
内容

学習時間
言語

教職員対象eラーニング【無料】
Reallyenglish 英語学習システム利用者募集
本学の国際化を担う教職員への英語学習支援として、PCやスマホを使って自分のペースで学べる
eラーニング教材を提供します。希望する方は下の３つのコースから１つを選んでお申し込みください。

国際交流

招聘教員ア
テンド

留学生対応

スキマ時間
で自己研鑽

海外発信
etc.


