




Power ESL

メイン チャピス

• マンツーマンクラス = 4時間

• グループクラス = 4時間

• オプションクラス = 最大3時間半

• 合計レッスン時間数 = 11時間半

提供キャンパス

コース概要
Power ESLコースは1:1=4コマ 4:1=4コマで構成されており、
当校で最安値でかつ最も人気のコースとなっています。多
国籍のクラスメイトとのグループクラスは英語学習以外の
部分でもたくさんの良い刺激があり、特にはディスカッ
ションが一番人気のクラスとなっています。1:1では発音強
制(アメリカ英語)からディベート力の向上と言ったアウト
プットの機会を最大限に設け、スピーキング演習を中心に
編成されているコースとなっております。

カリキュラム内容

レッスン内容

リーディング・発音

プレゼン演習

ディスカッション イディオム・語彙

リスニング

グループディスカッション

ライティング

グループレッスン

マンツーマンレッスン

パターン英語演習

※レッスン内容はレベルやキャンパスによって変わります



Intensive ESL

メイン チャピス

• マンツーマンクラス = 5時間

• グループクラス = 2時間

• オプションクラス = 最大3時間半

• 合計レッスン時間数 = 10時間半

提供キャンパス

コース概要

Intensive ESLコースは、1:1=5コマ 4:1=2コマで構成され
ており、グループクラスで他の学生との学習時間を短縮し、
代わりに1:1のマンツーマンの魅力を前面に押し出したカリ
キュラムとなっています。4:1でのディベートや共同学習で
はなく、1:1の時間をたくさん設ける事でより多くのOUT-PU
Tの環境を取得する事を目的としています。

カリキュラム内容

レッスン内容

リーディング・発音

ディスカッション イディオム・語彙

リスニング (2時間)

グループレッスン

マンツーマンレッスン

パターン英語演習

※レッスン内容はレベルやキャンパスによって変わります

自由選択科目(ESL)



Premium ESL7

メイン チャピス

• マンツーマンクラス = 7時間

• グループクラス = 0時間

• オプションクラス = 最大3時間半

• 合計レッスン時間数 = 10時間半

提供キャンパス

コース概要

当校で最近人気となっているPremium ESLコースは
1:1=7コマで構成されており、オーダーメイドなカリキュラ
ム編成が可能となっています。入学時に学習マネージャー
と面談を行い、自身のニーズに沿ったレッスン(Reading /
Listening / Writing / Speaking)を自由に選び学習を進め
て行きます。1:1の講義数が最も多いため必然的にOUT-PUT
の機会が最も多く、自分の弱点克服に特化したカリキュラ
ム等、柔軟なレッスン内容選択かつ集中的な学習が出来る
特別カリキュラムとなっています。

カリキュラム内容

レッスン内容

マンツーマンレッスン

※レッスン内容はレベルやキャンパスによって変わります

自由選択科目(ESL)



Senior 
Premium ESL7

メイン チャピス

• マンツーマンクラス = 7時間

• グループクラス = 0時間

• オプションクラス = 最大3時間半

• 合計レッスン時間数 = 10時間半

提供キャンパス

コース概要

40歳以上の方限定で提供しております当コースでは平日に
毎日外出が出来るというオプションが付帯したPremium ESL
7コースとなっております。仕事をしながら勉強したい、そ
こまで厳しくない環境でマイペースで学習したい等のニー
ズを叶えます。その他の要素はPremium ESLコースと変わり
らず、OUT-PUT重視のコース、自分の弱点克服に特化したカ
リキュラム等、柔軟なレッスン内容かつ集中的な学習が出
来る特別カリキュラムとなっています。

カリキュラム内容

レッスン内容

マンツーマンレッスン

※レッスン内容はレベルやキャンパスによって変わります

自由選択科目(ESL)



Pre-TOEIC

• マンツーマンクラス = 4時間

• グループクラス = 4時間

• オプションクラス = 最大3時間半

• 合計レッスン時間数 = 11時間半

提供キャンパス

コース概要

Pre-TOEICコースは、マンツーマン4時間でテスト対策、グ
ループクラス4時間でESLコースというカリキュラムとなっ
ており、“英語力はまだ低い”“今まで1度もTOEICテスト
を受けたことがない”という方や、英語の基礎固めをしな
がらテスト対策も経験してみたいという方にお勧めのコー
スでございます。ただし4週間満了型のコースとなっており
ますので4週間以上滞在の方はコース変更の必要があります。

カリキュラム内容

レッスン内容

ESL教科

TOEIC Part6 対策 TOEIC Part7 対策

リスニング

グループディスカッション

ライティング

グループレッスン

マンツーマンレッスン

TOEIC Part5 対策

※レッスン内容はレベルやキャンパスによって変わります

パターン英語演習

チャピス



Pre-IELTS

• マンツーマンクラス = 4時間

• グループクラス = 4時間

• オプションクラス = 最大3時間半

• 合計レッスン時間数 = 11時間半

提供キャンパス

コース概要

Pre-IELTSコースは、マンツーマン4時間でテスト対策、グ
ループクラス4時間でESLコースというカリキュラムとなっ
ており、“英語力はまだ低い”“今まで1度もIELTSテスト
を受けたことがない”という方や、英語の基礎固めをしな
がらテスト対策も経験してみたいという方にお勧めのコー
スでございます。ただし4週間満了型のコースとなっており
ますので4週間以上滞在の方はコース変更の必要があります。

カリキュラム内容

レッスン内容

ESL教科

IELTS Reading IELTS Speaking

リスニング

グループディスカッション

ライティング

グループレッスン

マンツーマンレッスン

IELTS Writing 

※レッスン内容はレベルやキャンパスによって変わります

パターン英語演習

チャピス



TOEIC 対策コース

チャピス

• マンツーマンクラス = 4時間

• グループクラス = 4時間

• オプションクラス = 最大3時間半

• 合計レッスン時間数 = 11時間半

提供キャンパス

コース概要

TOEICコースは、近年就職活動の際等に重宝しているTOEIC
テストの総合対策コースです。このコースではビジネス
シーンにおける日常的なコミュニケーション、または業務
などに必要な実用英語力を身に付けると同時に、上級キャ
ンパスのレベルの高い講師と共に短期間での点数アップを
目指します。

カリキュラム内容

レッスン内容

TOEIC Listening PART3,4

TOEIC Reading PART7,8 Discussion (Speaking)

TOEIC Listening PART1,2

TOEIC Reading PART6,7,8

グループレッスン

マンツーマンレッスン

TOEIC Grammar Part5

※レッスン内容はレベルやキャンパスによって変わります



IELTS 対策コース

チャピス

• マンツーマンクラス = 4時間

• グループクラス = 4時間

• オプションクラス = 最大3時間半

• 合計レッスン時間数 = 11時間半

提供キャンパス

コース概要

IELTSコースは主にヨーロッパの大学への入学、更には英語
圏の国で移民申請をする際に利用されるテストです。この
テストコースでは、IELTSテストの短期点数アップを目指す
だけではなく、スピーキング、リスニング、ライティング、
リーディングからなる質の高い総合英語力が習得出来ます。

カリキュラム内容

レッスン内容

IELTS Speaking

Discussion (Speaking)

IELTS Listening

IELTS Reading

グループレッスン

マンツーマンレッスン

IELTS Writing Task 1

※レッスン内容はレベルやキャンパスによって変わります

IELTS Writing Task 2



TOEFL 対策コース

チャピス

• マンツーマンクラス = 4時間

• グループクラス = 4時間

• オプションクラス = 最大3時間半

• 合計レッスン時間数 = 11時間半

提供キャンパス

コース概要

TOEFLコースは主に欧米の大学への入学に際して利用される
英語技能テストで、近年注目を集めています。このテスト
コースでは、大学の講義等のアカデミックな状況で実践的
に使用出来る英語力の習得、更には効率の良いアウトプッ
トカリキュラムで短期間にて目標の点数に到達する事をサ
ポートします。

カリキュラム内容

レッスン内容

TOEFL Speaking Independent

Discussion (Speaking)

TOEFL Listening

グループレッスン

マンツーマンレッスン

TOEFL Speaking Integrated

※レッスン内容はレベルやキャンパスによって変わります

TOEFL Writing Independent 

TOEFL Writing IntegratedTOEFL Reading



PINES IELTS
(IELTS点数保証）

チャピス

• マンツーマンクラス = 3時間

• グループクラス = 4時間

• セルフミッション = 3時間

• バディープログラム = 2時間

• 合計レッスン時間数 = 12時間

提供キャンパス

コース概要

PINES IELTSコースはIELTSテストの短期集中点数アッププ
ログラムで、1日12時間以上のカリキュラムに加え、全7回
分となっている毎週土曜日のIELTS模擬試験があるのが特徴
です。また8週間で目標点数が達成されなかった場合、更に
4週間の授業料を無料（寮費は学生様負担になります）で保
証するという完全点数保証プログラムです。

カリキュラム内容

レッスン内容

IELTS Speaking(2H)

IELTS Listening (2H)

グループレッスン

マンツーマンレッスン

IELTS Writing (1H)

TOEFL Writing Integrated

IELTS Writing (1H) IELTS Reading (1H)

セルフミッション・バディプログラムについて

・セルフミッションとは、日々の学習進捗に合わせて担当講師から次の日
までに消化しなければならないタスクが渡されます。

・バディープログラムとは、同カリキュラムの受講者と共に担当講師の同席
サポートの下、セルフスタディーを実施して頂きます。



(新）Speaking Master

メイン

• マンツーマンクラス = 4時間

• グループクラス = 2時間

• 特別プログラム = 約3時間

• セルフスタディー = 約2時間

• 合計レッスン時間数 = 11時間

提供キャンパス

コース概要

このコースはパインス史上最高鋒のスパルタプログラムと
なっており、スピーキングの会話表現や語彙特訓等の実践
的なスピーキング演習に特化した最大5か月の“反復練習”
を基礎とした最効率英語学習プログラムとなっています。
最大の特徴は1日に3度の学習定着テストがあり、スコアも
完全に管理されるので完全な学習進度・定着度管理を実現
します。

カリキュラム内容

レッスン内容

パターン演習

慣用会話表現 リーディング演習

リスニング

グループレッスン

マンツーマンレッスン

語彙強化演習

パターン英語演習
特別プログラムについて

当コースの特別プログラムはモニターセルフスタディ約1時間半と20分の音読
特訓、毎日3回の進捗確認テストがあります。詳細はお問い合わせ下さい。


