
 

富山市立富山外国語専門学校 

次に掲げたものは、英語の各講座（基礎・入門・初級・中級・上級など）が対象としている学習者の英語能力を多少詳しく述べたものです。 

自分の英語力が、どのレベルに最も近いかを自己判断し、ふさわしい講座に申し込んで下さい。 

 

基礎英語 英会話入門 英会話初級 
English for the 

Workplace (中級) 
英会話中級 

Business English 

(上級) 
英語上級 

文法・語彙 

・ 中学で習った

英語をすっか

り 忘 れ て い

る。 

・ 中学校程度の文法・語彙は一

度習ったがほとんど忘れて

いる。 

・ 辞書をひいても新しい単語

をどう発音してよいのかわ

からない。 

・ 中学校修了程度の文法・語彙

力が 

ある。 

・ 高校修了程度の文法・語彙力

がある。 

・ 高校修了程度の文法・語彙力

がある。 

 

Students should feel 

comfortable expressing 

themselves in English on a 

variety of different topics. 

  Classes will focus on 

business-related topics, so 

an interest in business 

English would be a great 

help. Additionally, students 

can request TOEIC advice 

which can be taught in 

future classes. 

  Students will be provided 

with ample opportunities to 

read and listen to authentic, 

challenging English. 

  Class activities will 

involve individual, pair and 

group-based tasks. 

 

This course will focus on 

providing students with 

numerous opportunities to 

listen to a native speaker 

lecture and to read from 

authentic sources such as 

English news broadcasts 

or programs, newspapers or 

magazines.   

Students are expected to 

be able to discuss / express 

themselves fairly well in 

English on a variety of 

topics and to participate in 

small group or pair work. 

読み・書き 

・ 英語の基本が

全く分からな

い。 

・ 英語の基本的な語彙がわか

っていないので文が作れな

い。 

・ 短い文の意味が、辞書をひけ

ばなんとかわかる。 

・ 英語の基本的な語彙が分かっ

ている。自己紹介に必要な簡

単で短い文章を作ることはで

きるが、関係代名詞などを使

う複雑な文章は作れない。 

・ 高校生用の講読テキストの内

容が辞書をひけば理解でき

る。努力すれば英字新聞に書

いてあることの大体の意味が

理解できる。 

・ 簡単な英語で日記をつけるこ

とができる。 

・ 高校生用の講読テキストの内

容が辞書をひけば理解でき

る。努力すれば英字新聞に書

いてあることの大体の意味が

理解できる。 

・ 簡単な英語で日記をつけるこ

とができる。 

聞く 

・ 英語を聞いて

も全く分から

ない。 

・ ラジオやテレビの英語を聞

いたとき、ごくたまに分かる

単語がある。 

・ ゆっくりとしたスピードで話

される英語なら理解できる。 

・ ネイティブスピーカーの英語

に慣れていて、授業について

いける。 

・ ネイティブスピーカーの英語

に慣れていて、授業について

いける。 

話す 
・ まったく話せ

ない。 

・ 単語一語で言いたいことを言

える。（又は、全く話せない。） 

・ 非常に限られた単語を使っ

て、単純な文でなら話すこと

ができる。 

・ 挨拶、買物、自己紹介、道案

内などの基本的な日常会話は

英語でできる。 

・ 挨拶、買物、自己紹介、道案

内などの基本的な日常会話は

英語でできる。 

その他 

・基礎的な力が身

につくように反

復練習を十分行

い、ゆっくり授

業が進みます。 

・ 基本的な会話文の練習をペア

になってしっかり行います。 

・ 英検 3級程度 

・ 中級への橋渡しとして、ペアに

なって自己表現の練習を行い

ます。 

・ 英検 2級程度 

・ 授業は全て英語で行われ,ペア

やグループで活動します。 

・ 外国人講師が職場で使う英語

からプレゼンの基礎までを指

導し、通常の会話とビジネス

シーンに必要な語彙や表現を

学びます。授業は英語で行い

ます。 

・ 英検 2級程度 

・ 授業は全て英語で行われ,ペ

アやグループで活動します。 

講師 
日本人 

（外国人講師を招いて年間数回の「特別訪問指導」を実施します。） 
ネイティブスピーカー ネイティブスピーカー Native Speaker Native Speaker 

・ニュースペーパー・イングリッシュについて・・・英字新聞（主に The Japan Times/ The New York Times）の記事を読み、読解力と語彙力を伸ばします。 

簡単なディスカッションも行われます。日本人講師が指導します。（英会話中級修了程度） 


