
目的に合わせた4タイプのレッスンをご用意 
当スクールは目的別に４タイプのレッスンをご用意しています。更には、よ
りシチュエーションを意識した、ピンポイントな学習の実現するために、
「レッスンコース」「文法コース」ではコース毎に【プログラム】をご用意! 

豊富な種類のプログラムをご用意しているので、自分の学びたいシチェーショ
ンや興味のある分野から勉強することが可能です。これらのプログラムは「旅
の!指さし会話帳」に基づいておりますので、超初級から学ぶことができま
す。飽きることなく、継続して語学を学べるよう、当スクールでは随時新し
いコースのご用意を進めて参ります。 
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コースのご案内 
About our School curse

PAS ONLINE LANGUAGE SCHOOL 2020年6月21日

ZOOMアプリの使用 

当レッスンはZOOM

アプリを使用してレッ
スンを行います。 

「指さし会話帳」は 
最初のポイントのみ 
「テーマ」を決めた
ら「指さし会話帳」
でポイントを確認！ 

振り返りは 
次へのアップデート 
振り返りをすること
で次へのモチベーショ
ンに繋がります。

レッスン 
指さし会話帳を
使って、言語を
マスターしよう!

1
フリー 
日本語NGの、　
フリートークに
いざ挑戦!

2
文法 

ちょっとした表
現が理解でき、
会話も弾みます!

3
発音 

発音に自身の無
い方は、記事を
読んでみよう!
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【レッスンコース】 レッスン時間: 30分 ご料金: 2,000円(税込) 

「旅の指さし会話帳」の使い方を学びながらすぐに使えるワンフレーズを習得し
ます！難しい文法や単語は不要！まずは一言、実践で使える会話をマスターしよ
う！会話の他に、約1,500の「英単語」を学べるプログラムをご用意！ 

【フリートークコース】 レッスン時間: 40分 ご料金: 2,000円(税込) 

事前に「シチュエーション」や「テーマ」を決めてフリートークに挑戦！自分の
語学力を試すのも良し！フリートークにいざ挑戦！ 

【文法コース】 レッスン時間: 30分 ご料金: 3,000円(税込) 

文法を学ぶことで、英語の根本的な部分で理解ができ、ちょっとした言葉がわか
るようになります。間接詞や助動詞などを学ぶことで今まで言えなかった言葉や
聞き取れなかった言葉がわかるようになり、より会話が楽しくなります! 

【発音コース】 レッスン時間: 30分 ご料金: 3,500円(税込) 

様々な記事を読むことで発音を習得しながら学習するスタイル。わからない単語
も発音をして覚えることで、すぐにアウトプットができるようになります。まずは
簡単な記事から徐々にステップアップして記事の内容は理解するだけでなく、１
ランクアップした発音を習得しよう！ 
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レッスンコースは下記のレッスンプログラムからお選びいただけます　(英語版) 

1-1 導入と超基本フレーズ  <P2-P3> 
・挨拶・呼びかけ 
・お願いをする 
・場所・行き方を尋ねる 

☆ホテル☆ 
2-1 お金にまつわる英語 <P4> 
2-2 旅の目的/どこにあるか尋ねる <P10> 
2‒3 トラブル/街に向かう/値段を聞く <P11> 
2-4 チェックイン/タクシーを呼んでもらう <P12> 
2-5 近くにあるか聞く/チェックアウト <P13> 
2‒6 使い方を尋ねる/トラブル <P14> 
2-7 欲しいものを尋ねる <P15> 
2-8 どこか尋ねる、予約をする <P16> 
2-9 サービスを利用する  <P17> 

☆移動☆ 
3-1 行きたいところを尋ねる <P20> 
3-2 道に迷ったら <P21> 
3-3 タクシーへ乗る <P22> 
3-4 いくらか尋ねる/トラブル&アクシデント <P23> 
3-5 電車・地下鉄・バスに乗る /切符を買う<P24-P25> 

☆観光☆ 
4-1 行きたいところを伝える/見所を知る/パンフレットをもらう <P28> 
4-2 ツアーを申し込む/ツアーの予約をする <P29> 
4-3 行き方を聞く/写真を撮る <P30> 
4-4 欲しいものを尋ねる/どこにあるか聞く <P31> 
4-5 エンターテイメントを見に行く、席を予約する <P32> 
4-6 試合を見に行く/試合のチケットを買う <P33> 
4-7 エステやマッサージに行く/メニューを選ぶ <P34-P35> 

☆食事☆ 
5-1 レストランに行く <P38> 
5-2 レストランを予約する/味を伝える <P39> 
5-3 料理を注文する /お会計をする<P40-P41> 
5-4 メニューを理解する <P42-P43> 
5-5 飲み物やデザートを注文する <P44-4P5> 

☆買い物する☆ 
6-1 お金と数字/支払い方法 <P48-P49> 
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6-2 洋服や色を選ぶ <P50-P51> 
6-3 靴や小物を買う <P52> 
6-4 オススメを聞く <P53> 
6-5 日用品を買う <P54-P55> 

☆仲良くなる☆ 
7-1 自己紹介をする <P58-P59> 
7-2 オススメを聞く <P60> 
7-3 連絡先を尋ねる <P61> 
7-4 時間を確認する <P62> 
7-5 どのくらい時間がかかるか聞く <P63> 
7-6 日にちや曜日を伝える <P64> 
7-7 日にちを予約をする <P65> 

☆トラブル☆ 
8-1 盗難や犯罪に巻き込まれる/諸手続きをする <P68> 
8-2 助けを呼ぶ/犯罪の種類 <P69> 
8-3 薬局や病院に行く<P70> 
8-4 診察や治療を受ける <P71> 
8-5 症状を伝える <P72> 
8-6 体の部位 <P73> 

☆英単語☆ 約1,500語を学べる！ 
9-1 あ行 <P74-P78> 
9-2 か行 <P78-P87> 
9-3 さ行 <P87-P93> 
9-4 た行 <P93-P98> 
9-5 な行 <P98-P99> 
9-6 は行 <P100-P104> 
9-7 ま行 <P104-106> 
9-8 や行 <P107-P108> 
9-9 ら行 <P108-P109> 
9-10 わ行<P109> 
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文法コースは下記のレッスンプログラムからお選びいただけます。　　(英語版) 

10-1 間接詞


10-2 be動詞/一般動詞


10-3 肯定文/否定文


10-4 疑問詞(5W1H)


10-5 命令文


10-6 感嘆文


10-7 ３人称/複数形


10-8 時制（現在形、過去形、進行形、未来、現在完了形）


10-9 助動詞(can, will, must, may, should, shall, would, could)


10-10 比較級/最上級


10-11 受け身


10-12 不定詞


10-13 間接疑問文
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