
- 世界で4800万⼈もの⼈々が、オックスフォードの教材で英語を学んでいます。

- My Ardor Englishを利⽤している企業・組織は560団体を超えています。

英語コミュニケーション・スキル強化プログラム
My Ardor Englishご紹介



オックスフォードは英語の全てに精通しており、それがどのよ
うに学習されるかを、My Ardor Englishの開発に⽣かされましました。
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My Ardor EnglishはOxford University Press
によって開発されたE-Learningサービスです。



Speaking

Listening

Writing

Reading

4つのコア・スキル向上をサポート

Reading Listening Writing

SpeakingVideo Grammar Vocabulary



コー
ス レ
ベル

My Ardor 
English

コース・レベル

CE
FR

TOEIC

1 Elementary
A1

120-220

2 Elementary 
Plus

3 Pre-
Intermediate A2

4 Pre-
Intermediate 
Plus

225 - 5455 Intermediate
B16 Intermediate 

Plus
7 Upper-

Intermediate B1+

560 - 780
8 Upper-

Intermediate 
Plus

9 Advanced
B2

785 - 940
10 Advanced 

Plus

11 Upper-
Advanced C1

945+12 Upper-
Advanced 
Plus

レベル1 レベル2

レベル4レベル3

レベル5 レベル6

レベル7 レベル8

レベル11 レベル12

レベル9 レベル10

全てのレベルの学習者に対応するコース・レベル



My Ardor Englishの詳細



OS、ブラウザー、Flash Playerの

バージョンが的確か?  

My Progress

60問のテスト

01

PLACEMENT
TESTの実施

システム・
チェック

02

指定された
コースの学習
(最初の6ヶ月)

03

コースの
学習完了

04

修了証
の発行

05

6ヶ月間1コースに集中現状のレベル判定 修了証

My Ardor Englishコース 学習の流れ



コース・コンテンツ

コース・コンテンツ –⾔語選択によるインターフェース

• A1 -C1の12レベル
• 104 の⾼品質ビデオ(コース・コンテンツ)
• 100% インターラクティブ
• ⾳声録⾳システム
• 進捗とスコアの追跡
• オンライン英々辞典
• グラマー・バンク

[コース・コンテンツ]

レベル1 ‒ 6までは、⽇本語表
⽰のサポートが付いています。



以下の2 種類のUNITで構成されています。(合計12UNIT)

各コース・レベルのユニット構造

1). メインUNIT (8UNIT):    UNIT1、 2、4、5、7, 8、10、11 

イントロダクション

ビデオ ⽂法 ボキャプラリ 会話 セルフチェック

イントロダクション リーディング リスニング ライティング

2). スキルUNIT (4UNIT):    UNIT3、 6、9、12 

イントロダクション

1つのレベルは、12UNITから構成され、約40時間-50時間分位のコンテンツなっています。



[1メイン・ユニット の構成]

イントロダクション ビデオ ⽂法 ボキャプラリ 会話 セルフチェック

1メイン
ユニット

1レベル = 12ユニット

各コース・レベルのメイン・ユニット構造

レベル11 &12では「Speaking」が追加されています。

メイン
ユニット

メインUNITの構成

3アクティビティ 10アクティビティ 6アクティビティ 3アクティビティ ⼩テスト(5画⾯)イントロダクション

Placement テストの結果、
学習するレベルは、カラー表⽰

セルフチェック(UNITの⼩テスト)は、
- 50%以上の正解が必要(合格)
- 回答が表⽰されます。
- 何回も受ける事ができます。

セルフチェックで合格(スコア5以上)
にならないと、そのUNITは合格になりません。

75%以上のアクティビティの完了が必要です。

メインUNITの合格

+



1スキル・ユニット の構成

イントロダクション リーディング リスニング ライティング

各コース・レベルのスキル・ユニット構造

レベル11 &12では「Speaking」が追加されています。

スキル・ユニット

スキル・ユニット

3アクティビティ 3アクティビティ 3アクティビティイントロダクション

セルフチェックは、無い為、100%の
完了が必要です。



各コース・レベルのProgress Test

レベル 1 - 10 レベル 11 - 12

3 UNITを完了したら、
Progress Testを受ける。

(5問x 11画⾯=55問)
- 合格: 50%以上の正解必要
- 最⼤2回まで受験可能
- 回答は表⽰されない

4 UNITを完了したら、
Progress Testを受ける。

(5問x 11画⾯=55問)
- 合格: 50%以上の正解必要
- 最⼤2回まで受験可能
- 回答は表⽰されない



ひとつのレベルの合格の条件

レベル 1 - 10 レベル 11 - 12

12ユニットの完了と4Progress Test (レベル 11- 12の場合は3 Progress Test)に
合格すると、次のレベルを学習する事が可能です。



バーチャル・ティーチャーは受講者が独⼒で容易に楽しく学習出来る様にします。

バーチャル・ティー
チャ Annabelは、コー
スで1000回以上現れま
す。

彼⼥が提供するのは:

• ⽂法とボキャブラ
リーの説明

• 発⾳のtips

• トピックやビデオ
のプレゼンテー
ション

• 各セクションを完
了させるインスト
ラクションやガイ
ダンス

受講者はAnnabelの⾔っ
ている事をサブタイト
ルでフォロー出来ます。

構造 & コンテンツ
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視聴覚:⽂法のプレゼンテーションはフォローするのは容易です。

Annabelは、画⾯
上の⽂法を、
ビデオのクリッ
プを使⽤してモ
デル化について
説明し、次に右
のホワイトボー
ドにそれを紹介
しています。

構造 & コンテンツ
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統合された発⾳練習は受講者に話す事に⾮常に⾃信を与えます。

受講者は⻘いテキ
ストをクリックし
て録⾳している⾳
声を聞く事が出来
ます。

受講者は統合され
た⾳声記録システ
ムを使って、オリ
ジナル⾳源と⾃分
の発⾳を⽐較する
ことができ、その
後フレーズを⾔っ
て⾃分⾃⾝を記録
します。

構造 & コンテンツ
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シミュレートされた会話練習が完璧になるまで繰り返すことができます

すべてのユニットでは、
受講者は⽂法構造とボ
キャブラリーを学んで実
⽤化できるようにするこ
と、映像からの⽂字のい
ずれかを使⽤してシミュ
レートされた会話を⾏い
ます。

受講者は、統合された
オーディオレコーダーを
使⽤して⾃分の発話を記
録し、その後、全体の会
話を再⽣することができ
ます。

構造 & コンテンツ
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CEFR : C1レベル(Level 11 & 12)



Level 11 & 12(C1レベル)| ビジネス英語

単語・熟語の練習 ビジネス・コミュニケーション・スキル 仕事上の⾔葉 実⽤的なスピーキング

- ビジネス・テーマに基づ
いた単語を読む・聞く

- 仕事ですぐ使える重要な
新しい単語や語句の練習

- ミーティング出席、情報提
⽰、電話、問題解決の為の
交渉における重要表現の提
⽰と練習。

- 真に現実の仕事で、更に明
確な表現を⽀援。

- ビシネス・コミュニケー
ションの重要な⽂法レ
ビュー。

- 現実の仕事でより明確な
表現を学習、演習。

- ⽂法の学習と演習。

- 世間話、電話、ミーティン
グ、商談等で真に役⽴つ語
句の学習と演習。



学習者の学習促進を指導する明確で直感的な構造

Video Reading Colloquial English

ユニットの構成| World English



受講者は、彼らのビジネスの相互作⽤の範囲や、どのような⽂脈でそれが必要なのかを学びます。

ビジネス英語ユニットは、受講者が英語が仕事で必要なコミュニケーションスキルを持てるレベルの中
核です。

• 各ユニットは、仕事やビジネスに関連したトピックに焦点をあてています。
• 完全な⾼品質のマルチメディア・コンテンツ。
• 英語の出版物や他のソースからの本物の読書テキスト
• 様々な⾃動的に修正される インタラクティブな練習
• リスニング、リーディング 及びスピーキング練習

Level 11 & 12(C1レベル)| ビジネス英語



学習者の学習促進を指導する明確で直感的な構造。

ビデオ ボキャブラリー コミュニケーション

⽂法 スピーキング セルフ・チェック

Level 11 & 12(C1レベル)| ビジネス英語



Level 11 & 12 (C1レベル):  専⾨家の意⾒
様々な事業分野からの専⾨家は、ユニットのトピックについて意⾒を述べています。ヨーロッパの名⾨経営
スクールのひとつ、クランフィールド⼤学のクランフィールド経営スクールの専⾨家が含まれています。

受講者の⽅々に、実際の企業の労働慣⾏における本格的で魅⼒的な洞察⼒を提供します。

Connections Careers Risk

LeadershipChangeLearning
Teamwork

Resources



ユニットの構成| スキル練習

受講者は、職場や学校でも、⼜、社会的にも英語を話す⼈とより⾃然に聞こえ、より⾃由にコ
ミュニケーションできるようになります。

スキル練習ユニットでは、聞き取り、読解、会話、ライティングの4つの主要な⾔語スキルを練習して
上達させます。

• ビジネス英語ユニットからテーマを拡張しますが、より⽇常的なコンテキスト
• オックスフォードに実在する実際のインタビュー
• 英語のプレスやその他の資料のための実際の読書⽤のテキスト
• ビデオインタビューから学⽣が同じ質問に答える模擬会話
• 現実的なライティング・アクティビティ



異なる英語圏の国々の興味深く魅⼒的な新聞や雑誌の記事を、地元のアクセントで録⾳しています。

受講者がさまざまな英語のアクセントを理解して区別できるように、世界中の英語を話す⼈とよ
り効果的にコミュニケーションできるようにします。

特徴| 記事



Extra content
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[エクストラ・コンテンツ]

• Business Videos - 21 ユニツト
• Work E-mails - 60 ユニット
• Phrasal Verbs - 25ユニット
• Articles - 31 タイトル
• Working Culture   - 24 タイトル
• eBooks - 46タイトル
• Campus - ゲーム、クイズ、

ボキャブラリー集、⽂法集。



初級(4ユニット):
- 新しい職場での第1日目
- 最適な場所を選ぶ
- 周辺を案内する
- ホテルにて

中級(11ユニット): 
- 販売に関するミーティング
- 公式なプレゼンテーション
- レストランで
- トレーニングに関するミーティング
- 非公式なプレゼンテーション
- ワークライフ・バランス
- 見本市でのネットワーキング
- 出張
- ヒルトンのカスタマーサポート
- 施設
- 物流と流通

Business Videos

上級(6ユニット): 

- 文化働く
- 顧客サービスの重要性
- 会議でのブレーンストーミング
- ビジネス上の意思決定
- ビジネス・ネットワーキング
- 新しいビジネスを開始する



Work Emails
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Work Emails: このセクションでは、60ユニットを中
⼼に構築されたEメール・テンプレートを含んでいます。
演習やアクティビティを通じて、学習者は英語でプロ
フェッショナルなEメールをどの様に記述したら良いか
を理解します。 テンプレートは、ユーザーの⽅々⾃⾝
の英語Eメールの基盤として利⽤できます。

- 初級: 20ユニット
- 中級: 20ユニット
- 上級: 20ユニット



テンプレートをメール・ソフトにエクスポート
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ここをクリック !

使⽤しているeメール・ソフトにテンプレートを
⾃動的にエクスポート

本機能はPC/Macのon-lineで、⼜、iPadでは、
Work Emailsのユニット毎にダウンロードして、
Off-Lineで学習でき、テンプレートは、Safari
等のメール・ソフトにエクスポートして、変
更・追加等をして送信できます。

PC/Mac iPad



Phrasal Verbs (句動詞)
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契約期間中いつでもアクセス可能

しばしば⽇本⼈の英語⼒について「句動詞に弱い」と評される。これは学校教育において、⽣徒は個々の
単語の持つ基本的な意味を覚えることだけに始終し、教師も句動詞学習の指導に⼗分な時間を割いていな
い事などが理由として挙げられる。

また⼤学受験の対策のために、⽇常会話がほとんどできない状態で、難しい評論⽂などの読解を中⼼とし
た授業となってしまうために、句動詞に触れる機会が少ないことも⼀因であると考えられる。

句動詞（Phrasal Verbs）
出典: ウィキペディア

Phrasal verb(句動詞）は
ネィティブもよく使う⾃然な
表現が多く、TOEIC等の試験対
策や会話に役⽴ちます。

- Break down
例) 

熟語25個の句動詞



Articles 詳細

30

⾳声付き記事で読解・聞き取りの練習、英語で話題を提供できるリソース。

どこの国の⼈も、単なる英語が話せる⼈より話題を英語で提供してくれる⼈の話に⽿を傾け聞いてくれます。
My Ardor Englishは中⾝のあるグローバル⼈材育成のツールです。

On-line access



キャンパス:

キャンパスには、受講者が広い範囲で学んだことを実践するこ
とができる – ゲーム、記事、その他 - ⾔語学習プロセスの重
要な部分があります。

Campus
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On-line Access
(Win PC/Macのみ)



Campus
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Campus:インターラクティブなゲーム,⾔語学習しながらプレーをする

楽しいインタラクティブなゲームではコースの⽂法と語彙を練習します。

⽂法 ボキャブラリー



eBooks: 46のオックスフォードのレベル別読み物

Texto

• 4から6個の各レベルに該当する読物
• ⾃動ページめくりフォーマット
• 英・⽶語の両⽅で完全⾳声とアクティビティ
• コンピュータ、iPad⼜はスマートフォンによる

アクセス(on-lineのみ)可能。

eBooks
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on-line学習のみ
スマホiPadWinPC/Mac

受講者は、学習しているレベルのeBooks
だけにアクセス可能です。レベル11-12の
場合は、レベル10のeBooksにアクセス。



eBooks

ドラマ、スリラー、ミステリーやチャールス・ディケンズ、ジェーン・オースティン、アー
サー・コナン・ドイル、エミリー・ブロンテやトーマス・ハーディー等の作者達のクラシックを
含むジャンルの広い範囲のものです。

英語多読⽤の教材
すき間時間を⾒つけてスマートフォンやタプレットによりOn-Line
で読む・聞く。世界の名作をやさしい英語で多読 - 英語脳作りには
最適です。

On-Line access スマート・フォン

iPad 



タブレット版

• iPadに対応
• 受講者は移動中でも学習可;

いつでもどこでも
• オフライン学習⽤にユニット単位

でダウンロード可能です。

• 受 講 者 の進捗は ⾃ 動的に デ ー タ
ベースと同期。

• 完全な機能: デスクトップ版の全て
の機能を提供。

• デザインとインターフェースは
タッチ・スクリーン使⽤に最適化
されています。

iPadによるオフライン学習
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デバイス別のコンテンツ学習 (2020年5⽉現在)

*不可ですが, もし “Campus”.をタップするとeBooksが表⽰されます。

コンテンツ項⽬ PC/Mac iPad スマート・フオーン

コース・コンテンツ (Level 1 -12)

オン・ライン学習
(オフ・ラインは不可)

ユニット毎にダウンロード
してオフライン学習 不可

Extra Content

Business Videos

Work E-mails

Phrasal Verbs

Articles オンラインで可能 オンラインで可能

Campus 不可* 不可*

eBooks オンラインで可能 オンラインで可能



System Requirements

System Requirements: 
・Windows 8、8.1、10

・Browser  : Firefox、Chrome 、
: MS Edge 、I.E. 11

・Adobe Flash Player ver. 32.0.0.363 or Higher

・Mac OS X ver. 10.9 (Yosemite) or Higher
・Browser  : Safari、Firefox 、Chrome 、MS Edge
・Adobe Flash Player ver. 32.0.0.363 or Higher

・iPad :  iOS12.X、iPad OS 13.X

Internet Connection: 

・ 3Mbps以上のブロードバンド接続(推奨)


