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2022年度講座オンライン説明会 Information Session講座オンライン説明会（Zoom） Information Session

申込情報・コース概要 Application

お問い合わせ Contact

➀��：��～　➁��：��～ 各40分

受講規約 Terms of Service お申込前に必ずご確認ください。

下記すべての項目に同意の上、お申し込みください。

  受講開始後のキャンセル及び返金はできません。
  欠席時の補講は原則ありません。当社の事由による休講のみ補講を実施します。
  開講日程は変更となる場合があります。
  運営確認のため、レッスンの録画を数回行う場合があります。録画は第三者

に提供することはありません。
  講師や他の受講生に著しく迷惑を及ぼす行為があった場合、ご受講をお断

りする場合があります。
  講師との連絡先の交換、SNS 等のメッセージのやりとりは固くお断りします。
  レッスン内での録音・録画はご遠慮ください。

オンラインレッスンでは以下の受講環境が必要となります。

  オンライン授業参加に適した静かな部屋・場所
  安定したインターネット接続
  下記条件を満たしたパソコン

【受講条件の確認】
以下の受講環境が必要です。予めご確認の上、お申込みください。 

●Windows 10 バージョン 22H2
　または、Windows 11 バージョン 21H2 以上、
　または macOS Big Sur 11.7 以上
●Microsoft Edge の最新版、または Google Chrome の最新版、
　または Safari 16.0 以上
●JavaScript, Cookie が有効になっていること
●安定したインターネット接続ができること
●スピーカーまたはヘッドフォン、マイク、カメラが動作すること
●Zoom ミーティングが動作すること
●Zoom クライアントアプリを設定してください
　https://zoom.us/download#client_4meeting  

ページ右上のQRコードから、ご参加ください。

大学生 
TOEICⓇ600～800点相当取得者

受講対象オンライン説明会

選抜された方のみ、受講料をお振込みください。

30名
選抜

外国人講師による担任制
※英語圏出身、ESL／EFL教育経験者または
　ESL／EFL有資格者

講師

1グループ平均10名前後

クラスサイズ

��,���円（税込）（40分×40回）※入会金不要

受講料（事前学習教材、テキスト代含む）

❶��：��～��：��
❷��：��～��：��
❸��：��～��：��

レッスン時間帯

受講登録

�/��（火）・��（水）・��（木）

�/�（月）～�/��（火）��：��
講座ホームページにて

受講料振込 �/��（水）～�/�（火）
詳細はメールを参照。

選抜結果連絡 �/��（水）��：��
メールにてお知らせ。
入力いただいた情報とオンラインテスト
の結果にて選抜します。

時間割公開 �/��（水）��：��～講座ホームページにて
※学期中は固定の時間割でレッスンに参加
　ください。
※受講方法・ガイドラインはマイページにて
　ご確認ください。

レッスン期間 �/��（月）～�/�（金）　全40回
※補講日 7/10(月)・11(火）
※開催日程は変更となる場合があります。

お申し込みの際、各曜日
第1～3希望を入力いた
だき、時間割を作成しま
す。

※申込人数に応じて開講時間を制限する場合があります。

講座ホームページ：https://www.campus-english.jp/e-campus/glp

株式会社ウエストゲイト
113-0034 東京都文京区湯島3-17-1 湯島大同ビル5F

＜英会話講座サポートセンター＞
TEL：03-3836-0085 FAX：03-3836-0256
EMAIL：w-students_support@campus-english.jp

下記URLまたは右記QRコードよりご参加ください。サンプルレッスンも実施しますので、パソコンでの参加を推奨いたします。
スマートフォン・タブレットからの参加の場合、Zoomアプリを事前にダウンロードください。
https://campus-english.zoom.us/j/86067721660?pwd=UTJvOHplMldCRG9FUURNOEZPRm1LZz09
ミーティングID: 860 6772 1660
パスコード: SU9Ah9fk



Global Leadership Program
Westgate e-Campus

Learn, Think, Act – Beyond Borders 

株式会社ウエストゲイトは1983年創立以来、
首都圏近郊・名古屋地区において大学および
教育機関で英語の正規授業・課外講座を提供しています。

大学生のための英語教育に特化Global Leadership Programとは?

このプログラムは、自分の置かれた場所や環境にとらわれず、
あらゆる境界を越えて活躍できる人財の育成を目的としています。
アカデミックな分野や将来のキャリアで、未来の可能性を
広げたいと思うすべての人のためのプログラムです。

高度な英語コミュニケーション力に加え、幅広い分野に関する知識を学ぶ事で、
グローバル人財に必要な教養を身につけます。その教養を基に、世界や自国の
課題発見・問題解決の方法について考え、身近なところから行動に移していく。

このLearn・Think・Actのサイクルを繰り返す過程で、互いの違いを尊重し、
理解と絆を深めながらグローバルマインドを育てます。
人との繋がりを通して未来の可能性を広げていく

「Global Leader」にあなたもなりませんか？

Global 
Leadership
Program

English
Communication

skills

Global 
Citizen

Mindset

Knowledge 
on
Global 
Issues

40 43 20000
years campuses students

大学教育に
携わった年数

プログラムを提供
しているキャンパス

ウエストゲイトで
学ぶ学生は毎年

Learn & Thinkで終わらず ACT on it !

今、GLPを始めるべき3つの理由。
身につく習慣。 Input-Output -Reflect

Think

ディスカッションやロールプレイを通して、意見を交換しな
がら、自分のアイデアを客観的に分析・評価。多様な考え
方や多面的な視点に触れ、新たなアイデアを創造します。
目の前にある情報を鵜呑みにせず、客観的な視点で物事の
本質を理解し、根本的な解決策を見つけ出す。このクリティ
カルシンキングスキルは問題発見・解決のため、物事の判
断をする際に必要不可欠なスキルです。

報告書やエッセイを書く、記事を読む、講義でメモを取る、
ポッドキャストから情報を得る、ディカッションやプレゼンテ
ーションを実施するなど、留学や就職後にも役立つスキルを
アクティビティとして実践。また、世界の課題を自分事とし
て捉え、新たに考えや価値を創造するというプロセスを体験
し、主体的かつ自発的に、身近なところから行動を起こすマ
インドを育てます。Act

英語コミュニケーションスキルと幅広い分野の教養を同時に
習得します。洗練された語彙・表現・文法を活用し、読む・
書く・話す・聞くの４つのアカデミックスキルを統合的に磨
きます。科 学、歴 史、地 理、テクノロジ ー、産 業、環 境、
経済など、レッスンで扱うトピックは様々。世界や自国の課
題について理解を深めるため、言語と教養の両面からアプ
ローチします。Learn

Input

Output

Reflect

留学・就職など様々な場面で役立つ
学習ステップを習慣化。

自分の学びとその過程に責任を持つ。

レッスンの時間は英語を使った実践練習に集中でき
るよう、 ビデオ、リスニング、リーディング教材を利
用し、トピックに関する情報・語彙・表現を事前に
学習。

事前学習の内容をアクティビティの中で活用しなが
ら、主体的かつ積極的に発言し、高度なコミュニケ
ーションスキルと思考力を鍛える。

Self-Reflection Sheet を使って、自分でレッスンを
振り返り、習得した事項は自信につなげ、未達成の
事項は次回の目標に！

01 全国の大学生とつながる

03 留学・就活・就職後も役立つスキル

02

オンラインレッスンのメリットは物理的距離の制限を受け
ず、新しい仲間と出会えることです。経験豊富な講師のサ
ポートのもと、同じ目標を持った仲間と一緒に学びます。
大学・学部・地域という枠を越え、視野を大きく広げること
ができます。

授業は Web 会議ツールを利用した双方向型のライブレッ
スン。オンライン会議、セミナー、プレゼンテーション等グ
ローバルな社会においてニーズが高まる、Web 会議ツー
ルを活用したコミュニケーションスキルを習得できます。

コミュニケーションスキルやグローバル人財としてのマ
インドセットは、留 学・就 職 活 動・就 職 後 の キャリア
パスの 可 能 性を広 げてくれます。自分とは 違う視 点 や
考え方に触れる事で、自分自身を見つめ直し、さらな
る成長を促すきっかけとなります。

オンラインツールを利用した実践的なレッスン

事前学習

20 min.

40 min.

ライブ
レッスン

事後学習

20 min.+


