グローバルコミュニケーションを通じてより良い社会を --------- Create sustainable & peaceful society leveraged by good communication
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英語で世界が見えてくる！
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EIGC は
グローバルに活躍する人を育てる英語教室 です。

学習開始までの流れ
1. 授業体験＆説明会に申し込む

EIGC Method

＊ 体験＆説明会の日時は、ウェブサイトで確認してください。
＊ 体験希望日の 4 日前（土日・祝日を挟む場合は 6 日前）までにお申し込みください。
＊ 英検や TOEIC などの受験経験がある方はその旨、記載してください。
＊ お申し込みはウェブサイトからのみ受け付けています。

講師が皆さんの英語歴を確認したうえで、体験内容を準備します。

EIGC では、将来、本当に役立つ「ツールとしての英語力」と「語れる内容」を、

▼

同時に身につけていくことを目指しています
日本人の中にいると、きれいな発音で英語を操っているだけで一目置かれるかもしれ
ませんが、外国人が注目するのは、あなたが話す “ 英語 ” ではなく、“ 話の内容 ” です。

2. 授業体験＆説明会に参加
英語を使う

英語で何を語れるのかが大切なのです。

基礎力

英語で考える

授業を体験後、どのクラスが自分に合うかを講師と相談して確認します。

思考力

▼

3. 入会申し込み

見を整えることも重要ですが、
それ以上に、
人としての魅力が大切ですね。同じように、

申込書を提出された方に、入会案内を郵送します。

コミュニケーションでは、外見である英語を磨きつつ、その中身も一緒に高めていき

英語で培う

たいものです。

国際感覚

エイジック 英語学習法

案内に従って以下の費用をお振込みください。
・入会手続き費用（5,000 円）
・月会費（クラスにより 10,000 円 または 11,000 円）
・テキスト代（各クラス 1,000 円、Biz クラスのみ 3,024 円）

は、生きた英語の教材に繰り返し触れることにより、コミュニケー

ションの基本となる英語力を身につけながら、日本や海外の文化・社会・政治経済・

▼

科学・産業など、社会人として必要な教養や思考力も同時に養っていきます。
これからの時代に求められる学習方法です。

英語力

現在、
仕事や学業、
研究に役立つ英語力を身につけたい方が多く学んでいます。

コミュニケーション
ツール

会場：北千里教室／参加費用：1,500 円

体験授業と説明会は EIGC 代表講師 服部優子が担当いたします。

プライベートで良い人間関係を築いたり、ビジネスの場面で信用を得るためには、外

EIGC Method

定員：各回６名

国際人

教 養
語る中身

4. 受講準備〜受講開始
テキスト音声データのダウンロード方法など、学習準備のための情報を
メールにて送ります。学習環境を整えて、受講準備を進めてください。

新年度授業は４月９日（月）から始まります。

一般社団法人 ＥIＧＣ
（エイジック）

ニュース英語教室

北千里教室／小野原東教室

体験＆説明会
お申し込みは
ウェブサイトから
お願いします

EIGC（Educational Institute for Global Communication）は、グローバル化する社会で通用するコミュニケーション力を養成する非営利型の教育・研究機関です。

http://www.ccc-osaka.com
英語

千里

EIGC Method（エイジック・メソッド）による学習で、

● 2018年度 開講クラス

グローバル社会で活きる 英語力 と 人間性 を
同時に磨いてください。

クラス

エイジックでは、社会で通用する英語力を

さらに、現代の日本や世界の政治経済や社

効果的に身につけていくための、実践的な

会、そして産業や科学など、さまざまな分

英語教育を行っています。徹底的なリスニ

野について、ニュース教材を通じて理解を

ング訓練や発声練習、構文リプロダクショ
ン、リーディング練習などを EIGC Method
として、一貫した教授法で授業を行います。

深めていくなかで、自ら教養を身につける
とともに、他者の視点を学んで人間性を高
めていくことを目指しています。

また、エイジックでの学習は、授業だけで
はなく１週間を１ユニットとする学習サイ
クルになっています。毎週の課題の復習を
授業に組み込んでいるので、授業での学習
→自宅での復習→授業での復習というサイ
クルを通じて、
EIGCの
予習
学習サイクル
確実に英語力
を積み上げて
授業で
授業
復習
いく工夫をして
自宅で
います。
復習

高校や大学で、そして社会に出てからも、
充実した人生を歩んでいくために最も必要
なものは、優れたコミュニケーション力で
す。相手が家族や友人でも、上司や部下で
も、そして国であっても、相手の立場や考
え方を理解し、より良い関係を築いていく
ことが人生を豊かにします。そうした実り
あるコミュニケーションを支えるのは、幅
広い知識と教養、そしてそれらに基づく人
間性です。

服部 優子

● 代表からメッセージ
社会を良くしていくのは「人」で
す。より賢明で積極的で人格の優
れた人が一人でも多く育つことに
より、より良い社会を実現できる
との思いから、教育にたずさわっ
ています。ぜひEIGCの仲間になっ
て、より良い人生そして社会を一
緒に目指していきましょう。

Pre C1
時事英語
基礎

C1
時事英語
初級

C2
時事英語
中級〜準上級

Current
Studies

一般社団法人 EIGC 代表理事／代表講師

時事英語
上級

商社、外資系ベンチャー企業などでの勤務を経て、翻訳・通
訳者として国内外の企業や国際機関の仕事に従事。大阪大
学 NPO 研究フォーラムで NPO 研究の国
際プロジェクトに参加。その後、翻訳・企
業研修校のディレクターを経て、EIGC を設
立。大阪大学経済学部卒。TOEIC990 点、
英 検１級。訳 書『世 界を変える偉 大 な
NPO の条件』共著『NPO が拓く新世紀』

対象

内容と月会費

中学生〜高校生中心
公立中学 2 年修了程度

ニュース英語が初めての
方は、まずこのクラスで
時事英語に慣れるところ
から始めます。

の英語力がある方

「大学入試センター試験で、リスニングが
満点でした！」
（高校生♂）
「英検準1級に合格しました！」
（高校生♀）
「クラスの方々はみな熱心なので、自分も
きちんと復習する習慣がつきました」
（会社員♀）

「EIGCでの勉強だけで英検１級合格しま
した！」
（主婦）
「ここで学習したニュースや英語がそのま
ま仕事でのネタに使えます」（会社員♂）

● 各クラス学習内容
こんな文章を使って、発声とリスニングを徹底的に訓練します。

Pre C1クラス ー 簡単なニュースの文章やリスニングに慣れる

高校 1 年生〜社会人

ニュース英語にたくさん
触れながら、英 語の構
文をマスターし、しっか
りした土台ができます。
月会費：10,000 円

英検準 1 級以上 または
TOEIC730 点以上程度

の英語力がある方

C1またはBiz からの進級者

政治・経済・貿易・外交
などあらゆるテーマ の
ニュースに対応できるよ
うになります。

月会費：12,000円

Biz

TOEIC600 点以上程度

TOEIC 対策と
時事英語

C１からの進級者および
C2 受講中の方

TOEIC スコアを上げると
ともに、ビジネス会話力
の基礎を養います。
月会費：11,000 円

● 教室のご案内

小野原東教室

「リスニングでは、以前はぼんやり分かる
感じだったが、細かいところまで聞けるよう
になった」
（会社員♂）

海外
協力

• The aging of the population is a big social problem.

C1クラス ー 英語の構文をしっかりマスターし、発音にも自信をつける
• A Japanese-run hospital has opened in Cambodia
to provide advanced medical services.

産業

• The government has set a goal of increasing the number of
annual foreign tourists to 40 million by 2020.

科学

• China’s state-run TV reported that the spaceship completed
a docking procedure with the laboratory early on
Wednesday.

C2 クラス ー 国内外の様々なテーマに即した語いを身につけ、四技能を磨く

月会費：11,000 円

さらに語い力を磨き、
グ
ローバルリーダーや英語
スペシャリストの水準の
英語力を目指します。

C2 からの進級者

• You can buy and sell various things on the Internet.

社会

月会費：10,000 円

● EIGC の特徴がわかる 受講生の声
「英検２級合格しました！」 （中学生♀）

※ 英検や TOEIC スコアは目安です。
※ 各クラス定員８〜９名。

貿易

• Mr. Trump said his country seeks equal and reliable access
to Japan’s market in order to eliminate its chronic trade
imbalance and deficit with Japan.

政治

• The Imperial Household Council, made up of Mr.
Abe, lawmakers, and members of Japan’s royal family,
convened on Friday to set the date of abdication.

Biz クラス ー TOEIC のリーディングとリスニング対策に加え、ニュース学習も行います
• I wanted to go over the recent production figures at our
four steel factories before I make my presentation at the
board of directors meeting next week.

ビジ
ネス

箕面市小野原東 5-5-M
サウスロードⅠ-201号

北千里教室

吹田市古江台 4 丁目 2-9
ウィング北千里ビル 3F

「読めなかった Wall Street Journalや、
Financial Timesなどの記事が理解できる
ようになりました」
（教員♂）
「政治や経済に詳しくなります」
（会社員♀）

「関心のなかったニュースが、
面白いと思う
ようになりました」
（大学生♀）
「通訳案内士国家資格に合格しました！」
（フリーランス♀）

懇親会にて。懇親会は毎年１度開催しています。
今年１月の会は入試直前の高３生も参加してく
れて感激。しかも無事、第一希望の難関大学に
合格されました！受講生は、
中高生から大学院生、
専門職、教職員、会社員、主婦とあらゆる層の方
がおられます。

一般社団法人 ＥIＧＣ
（エイジック）

ニュース英語教室

北千里教室／小野原東教室

関西スーパーさんから歩２分。エンジ色の建物です。

体験＆説明会
お申し込みは
ウェブサイトから
お願いします

EIGC（Educational Institute for Global Communication）は、グローバル化する社会で通用するコミュニケーション力を養成する非営利型の教育・研究機関です。

阪急北千里駅前の円型ビルの３階です（駅改札から１分）
。

http://www.ccc-osaka.com
英語

千里

