
ONE ON ONE SKYPE英会話

英語力（TOEIC）
向上プロジェクト

2017

実践女子大学
実践女子大学短期大学部

文学部　英文学科　卒業生

毎回授業前のトークが楽しく、最初は先生の

話を聞くだけのことも多かったのですが、慣れて

くると自分のことも話そうと思えるようになりました。

間違えることも多かったのですが、先生が丁寧に訂正してくだ

さるので、その場で間違いに気づくことができました。レッス

ンを重ねるごとに自信がつき、積極的に英語を使おうと

思うようになりました。また英語を話すときに

英語の発音に自信がつきました。また参

加できる機会があったら参加したい

と思います。

人間社会学部　人間社会学科　卒業生

初回は先生の話す言葉も分からず、どうしていいかもわ

からず不安でしたが、レッスンをするたびに安心感や

自分が成長しているのを強く感じました。過去説明会に2
度参加をし、3度目の今回で勇気を出してチャレンジできたこと、

自分が変わる機会となりました。このようなプログラムがあって

よかったです。

人間社会学部　現代社会学科　3年

先生がミスをその都度指摘してくれたので、

レッスンを重ねるごとに少しずつ自信がつき、意欲的に取り

組めたと思います。TOEICのスコアアップに繋がったことが嬉しく、

またまだまだスコアアップを目指したいので、次回もぜひこのプロ

ジェクトに参加したいと思います。

短期大学部　英語コミュニケーション学科

観光ビジネスコース　卒業生

文章を長く話す・書く・聞くという面に関しては以前

よりもできるようになったと思います。また文法を意識して

話し、間違えたときには自分で直せるようにもなりました。今回

は、TOEICの点数が思うように上がりませんでしたが、カラン

のレベルとTOEICのために勉強すべきところに差が出て

きてしまっていたのが原因ではないかと思

います。継続していけばまた大きく点数が

伸びると思います。

中・上級コース受講者からの感想 入門コース受講者からの感想

文学部　国文学科　卒業生

最初は、嫌いな英語に関わって、つらくなる時もありまし

たが、先生が丁寧にできていないところ教えてくれて、もっと頑

張ろうと思うようになりました。以前より英語への苦手意識は少

なくなったように思います。これからも、自分で英語を勉強し

てみようと思うようになりました。

文学部　英文学科　卒業生

英語を理解できなかったり、説明できなくても、先生がと

ても親切で、明るく理解しようとしてくれて本当に助かりまし

た。週2回、毎回30分という回数でしたが、英語に慣れる、またネ

イティブとの環境に慣れる良い機会になり、本当にためにな

りました。次のプロジェクトでも今以上にもっと

英語の勉強を定着させて、レベルをあげてい

きたいと思います。

文学部　美学美術史学科　４年生

入門コースを受講したことは、大変意味のあるものだったと思い

ます。これからも勉強を続けて、次回はぜひ中・上級コー

スに参加できたらいいと思います。正しい英語を使え

るようになるため、これからも努力していきたいです。

生活科学部　食生活科学科　管理栄養士専攻　２年生

入門コースに参加してみて、自分の中でも英語力の向上を感じ

ることができました。次回、中・上級コースでさらに自分の英

語力を高めていきたいと思っています。そのために

TOEIC等英語に積極的に触れていきたいと思

います。

英語力向上プロジェクト参加学生の声
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独自に英語学習をしている学生の平均英語学習時間は、1日約
45分という結果が出ました。「独自の勉強時間が短いので、もっ
と勉強時間を増やしていこうと思いました。」等といった声も寄
せられています。プロジェクトに参加するだけではなく、レッス
ン以外の時間に自ら学習することも欠かせないポイントです。

今後も参加したいと回答した学生は、85％でした（グラフ4
参照）。参加者からは、「これからも勉強を続けて、次回も参加
したいです。」「正しい英語を使えるようになるため、これから
も努力していきたいです。」等のとても前向きな声が多数寄せ
られています。

☆夏カラン（夏期集中コース）に参加する学生の意気込み☆

2017年度夏カランに参加予定の学生からは、レッスンに向け
て意欲的な声が寄せられています。
「1時間マンツーマンでみっちり英語を使うことは非常に魅力
的なため、このプロジェクトを完遂して今後の夢である英語に
関わる仕事に就くことを実現したいと考えています。」
「今までのSkypeレッスンのおかげで、TOEICの点数を100
点以上アップすることができました。引き続き、夏カランに取
り組んで、英語でのコミュニケーション能力をより一層磨き、
就職活動に向けて更なるスコアアップを目指します。」

プロジェクトに複数回参加し、独自での英語学習を継続して
行った学生の中には、TOEICのスコアがアップし、自信を持っ
て就職活動に向かい、英語を活かすことができる航空業界やホ
テル業界に就職した卒業生が多数います。
本気で英会話を学びたい！英語力を伸ばしたい！ TOEICのス

コアアップに挑戦したい！という意欲ある学生のみなさん、ぜひ
一緒に英語力を向上させましょう！意欲ある皆さんに集まって
もらい、互いに努力し、英会話を実践する場やカランメソッドを
体験する中で、英語を使う楽しさを知り、TOEICスコアアップに
挑戦し、「英語力」に自信をつけてもらいたいと願っています。

本学では、Skype（スカイプ）でのライブ型
オンライン英会話レッスンを、2013年度か
ら本学独自の「英語力向上プロジェクト」とし
て学生へ提供しています。（2013年度から理
事会重点施策、2016年度からは教学重点特
別事業）英語力向上プロジェクトには、これ
まで380名（※2016年度までの延べ人数）の
学生が参加しています。
プロジェクトに参加した学生には、全レッ
スン終了後にアンケートを実施しています。
今回は、アンケート結果から分かる英語力向
上プロジェクトの魅力をお伝えします。

レッスン終了後には英語に自信がついたと回答している学
生が多いことが分かります（グラフ1参照）。

英語に自信がついた理由としては、「英語が聞き取りやすく
なった。」「リスニング力があがったと実感した。」「教科書や授
業の英語よりも、実際にネイティブの先生と会話できたこと
で、実践的な英語力が身についたと思った。また、先生の言っ
ていることが段々理解できるようになった。」「しっかりと発
音を正してもらえることで、自分の話す英語に自信がつい
た。」等の声が寄せられています。また、「街で外国人の方に英
語で話しかけられてもはっきりと英語で答えられるように
なった。」「英語を話すことを億劫だと感じなくなった。」等の
声も寄せられており、レッスン終了後には、英語に対しての
抵抗感がなくなったと感じている学生がたくさんいます。

～2017年度の開催コースについて～
英語力向上プロジェクトは、2017年度も4月から
実施しており、前期2コース（入門、中・上級コース）
に続き、夏期集中コース（中・上級コース）・後期2
コース（入門、中・上級コース）の各プログラムを
予定しています。いずれも英会話レッスン※1を中
心とするプログラムです。
※1 callan method をはじめとする英会話レッスンは QQ 

English社から提供されます。

◆2017年度の開催コース

【前期2コース】（約3か月間）
①入門コース（One on One）：

12名　週2日　1回30分レッスン
②中・上級コース（callan method hardcore）：

14名　週3日　1回60分レッスン

【夏期集中コース】（約7週間）（予定）
③中・上級コース（callan method hardcore）：

10名　週3日　1回60分レッスン

【後期2コース】（約3か月間）（予定）
④入門コース（One on One）：

15名　週2日　1回30分レッスン
⑤中・上級コース（callan method hardcore）：

25名　週3日　1回60分レッスン

※大学1年生は後期2コースから参加可能です。

☆常磐祭への参加☆
2015年度から、「英語力向上プロジェクト」

は、渋谷キャンパス常磐祭に参加しており、毎
年、多くの来場者の方に、足を運んでいただい
ています。英会話のレッスン体験や参加学生が
作成した展示、また、参加学生の生の声を聞く
ことにより、英語力向上プロジェクトについて、
理解を深めることができます。2017年度も常
磐祭に参加する予定ですので、ぜひお立ち寄り
ください♪（常磐祭参加スタッフ募集中！）

アンケートの提出があった学生の中で、プロジェクトでの
Skype英会話プログラムの内容に満足している学生は、92％
でした（グラフ2参照）。

また、Skype英会話のレッスン時間・回数に満足していると
回答した学生は、81％でした。満足していない学生の中には、
レッスン回数が多い、もしくは少ない、レッスン時間が長い、
もしくは短いという声もありますが、本プロジェクトでは学生
のレベルに合わせた2つのコースを設けています。無理なく自
分に合ったコースを選択することも重要なポイントですね。

プロジェクトに参加することによって、独自でTOEIC・英
語の学習をする学生が増えたことが分かります（グラフ3参
照）。プロジェクトに参加することによって、自ら英語を学ぼ
うという意識が高まります。

参加学生のアンケート結果からみる英語力向上プロジェクト

Point ❶  プロジェクトに参加することによって得られる
 英語への自信

Point ❷  プロジェクトへの満足度

Point ❹  プロジェクトを通して得られる継続して学習する力

Point ❸  プロジェクト参加による学習意欲の増加




