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従来の英会話スクールは、４スキルの習得のみに集中し

ます。 よって、例文もルールや文法を覚えるためだけのも

のになり自分とは関係のない内容で進んでいきます。 

自分につながっていない内容だと直ぐに飽きがきてしま

い多くの人が長続きしません。weでは、自分に関係する

英語を軸に学びます。
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職歴 Work experience

After graduating from university, I started my 
first job at ******* Limited, a  Fashion design and 
manufacturing company. I joined ******* 
because I wanted to work in fashin design, 
however, I was assigned to the Human 
Resources or HR division of the head quarter, 
working in the labor section of the 
administrative department. I was doubtful and 
dissatisfied, because I thought that I finally 
landed a job with  an fashion industory, and yet I 
was placed in “HR.”

The Significance of ****** HR: 
HR at the ****** was referred to as “Business HR,” 
and it conducted most of the functions of an HR 
department such as recruitment, allocation, 
evaluation, labor affairs, training, and welfare. I 
was personally entrusted with various tasks 
during this time. Even though I was a new 
employee, I was tasked to modify the evaluation 
of senior employees. I was also sent on business 
trips to Amami Oshima and Tokunoshima to 

私は大学卒業後、******* というファッションブ

ランドに就職しました。デザインの仕事がしたく

て入社したのですが、配属されたのは本社の人

事部門でした。「せっかくファッション業界に入

社したのに、なぜ「人事」なんてどこの会社にも

ある部門に配属になるの？」と疑問や不満を感

じていました。

売り場の人事、これを「売り場人事」と言います

が、ここには人事という機能のほぼすべてがあ

ります。採用、配置、評価、労務、教育、厚生など

の機能です。この頃には様々な仕事をさせられ

ました。新入社員である私が現場の店長さんた

ちを相手に評価の調整をしたり、臨時の販売員

の採用活動をするために、奄美大島や徳之島ま

Voice Translation Voice Record Correction LetterCount: 0 letters
Point to order: 0 pts

Translation Voice Record Correction LetterCount: 0 letters
Point to order: 0 ptsVoice

Portland >[質問]仕事 Portland >[Q] Occupation

What do you do for work?
I work for Human Resource division of a fashion 
brand company.

How long have you owned your business?
For 3 years, since 2015.

What kind of brand are you making?
As a representative brand in Japan, we are the 
trend setter for the world.

What kind of products does your company 
provide?

Both men's and women's are developing various 
products. We also sell watches and bags as well.

How many employees working for your 
company?
There are approximately 1,000 people working 
for my company.

どのようなお仕事をされているのですか？
私は、ファッションブランドの会社で人事の仕

事をしています。

どれくらいその仕事をされているのですか？
2015年以来3年間です。

どのようなジャンルのブランドですか？
日本を代表するブランドとして、世界中にトレン

ドを発信しています。

どのような商品を販売されていますか？
メンズ、ウィメンズともに様々な商品を展開して

います。時計やバッグも販売しています。
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「生徒中心主義」が、
見える化されたWe“Metrix”システム
創業から25年の間、Weは「生徒中心主義」を理念にしてきました。 
その長い道のりで、行き着いたのがあなた専用のライフ・シーンやテーマが 整理できる“Metr ix”という独自メソッド。 
それは「あなたがあなたの英語を話している」という現実を 完成させるために存在します。
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「生徒中心主義フィロソフィー」のもと、生徒が自分自身に
関する「事実 ( facts )」「好み・価値観 (va lue)」「意見 
(opin ions )」、そして「感情 (sent iments )」を説明・表現
できること。”Beyond  the  Language”  。「英語力」の在り
方は一人一人違います。weは、常に言語のその先にある
一人一人の”Customer  Success”を見続けています。

for the substantial language learning

Coaching Strategy
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Alex Ngai
事業戦略・
ブランディング
ワークアウト・ヨガ

Kristina Manalo
生物学・数学・
化学・英文学

Andy Park
英語学・文法
IT・翻訳
BULATS

Keiko Amano
ファッション・保険業界・
通訳、翻訳・資格対策

閻 国坤
中国語
論語

John R. Cusack
医師・政治・歴史
世界地理・情勢

Kirsty Orreill
言語学・カスタマー
サービス・日本酒

Solange Pais
MBA・会計、金融
貿易・フランス語

Julio Paez
リテールマネージャー
スペイン語・イタリア語

パーソナル・レッスン
個性&経験豊かな講師から英語+αを学ぶ。

プレミアム・セッション
感性と知識を磨き自らをアップグレードする。

ホビングリッシュ

デッサン / ビール/ カクテル / トラベル /  etc.

ワイン 茶道ケーキ カメラ 日本酒

● 日本文化紹介グローカル・イングリッシュ(55分×12回)

● Global Insights / 異文化理解(55分×12回)

● 英語で鍛える数学力 (55分×3回)

● スーパー日本語講師養成講座 (90分×12回)

● ファイナンシャル・イングリッシュ (55分×6回)

グループ・レッスン
3分野＆スキル別に細分化されたクラス。

スピークアウト A

スピークアウト B

アクティブ リスニング

Expressions

英会話

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

ビジネス英語

3

資格試験

1 2 3

1 2

ビジネス イングリッシュ

ビジネス ライティング

Business Decision Making

スピーチ ＆ プレゼンテーション

ディベート ＆ ネゴシエーション

TOEIC 対策

TOEFL 対策

IELTS 対策

英 検 対 策

65 80 100

600 730 900

4.5 5.5 6.5

２級 準１級 １級

weは、常に時代に合った「スクール・エクスペリエンス」を追求してきました。90年代は、勉強に集

中できる教室。 00年代は、カフェ・スタイル。 10年代は、ソーシャライジング・スタイル。そして令和

の時代は、“Online-first,  Off-l ine-Premium” の「ハイブリッド・ラーニング」。オンライン

・レッスンでは、時間を有効に効率的な学習を、オフライン・レッスンでは、心に残る印象的な英会話

学習をプロデュースします。



Personalized Plan Personalized Plan

目標レベル

現在レベル
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2.5
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3

自分の身の回りのこと等、覚えているシンプルな
決まり文句は発することができる。
ゆっくり、はっきり言われれば、知っている単語が部分的に拾え、
そこから全体的な大意を想像している。

まだ語彙を当てずっぽうに並べているのでしばしば
日本語の文法（語順）になってしまう。
単純な気持ちや要求を伝えるまではできる語彙力はある。
細部に至ると運用範囲に限界が来る。
カタカナベースの発音で、日本語に引きずられた音ではあるが、
挨拶や決まり文句、シンプルなセンテンスを伝えることができる。

■ Initial Levels

挨拶・自己紹介など「お決まりのパターン」の上では言葉を
発することができる。

Weライティングレベルチェック 基礎知識 10/25（40%） 会話表現7/25（28%）

■ Achievement Plan

インプット

アウトプット
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My english
弱点補強 etc. Metrix / 現場ビジネス文書 / Business English 1 [Market Leader, Elementary]

Hobby-english / Global News Lounge ./ Global Culture Exchange etc.

My english
弱点補強 etc.
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ー
ソ
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ル 

レ
ッ
ス
ン

Metrix / Business English 1 [Market Leader, Elementary]

Knowledge
+
Skills

Knowledge
+
Skills

Hobby-english / Global News Lounge ./ Global Culture Exchange etc.

Vision and Goal:

Language
Targets

■ Achievement Plan

■ Initial Levels

目標レベル

現在レベル

主に同僚・上司との円滑かつ正確な口頭コミュニケーションに加え、メールや
Slackなどで迅速且つ適宜適語の運用力、最終的に英語のプレゼン力を体得。

2019年10月中旬の米国出張に向けた英語力の養成。現地での信頼関係、
人脈構築、的確有益な情報を収集し社の生産性向上につなげる。

For Mr. S. Yamamoto For Mr. S. Hamaguchi

インプット

アウトプット

グ
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プ 
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ン

Intermediate [Input]

Intermediate [Output]

木曜日 19:30 Solange

火曜日 19:30 Shu 水曜日 20:30 Kirsty

Advanced [Input]

Advanced [Output]

月曜日 20:30 Kirsty

3ヶ月 6ヶ月 9ヶ月～ 3ヶ月 6ヶ月 9ヶ月～

Vision and Goal:

Language
Targets
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2

4.5
2
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4.5

自分の身の回りのこと等、覚えているシンプルな
決まり文句は発することができる。

使用した語彙や音節が少ない語彙は正確に発音できる。抑揚、
リズムも出はじめ、感情や思いが伝わる情報量も増えている。

まだ語彙を当てずっぽうに並べているのでしばしば
日本語の文法（語順）になってしまう。
単純な気持ちや要求を伝えるまではできる語彙力はある。
細部に至ると運用範囲に限界が来る。

シンプルな電話応対ができる。映画の一部が理解できる。長い
センテンスになると一部認識できない語彙により混乱してしまう。

「単文」で当てずっぽうながら単語を並べて発話できている。
限定的だが自己紹介からの延長で展開できる範囲がある。

Weライティングレベルチェック 基礎知識 20/25（80%） 会話表現 10/25（40%）

●発音、リスニングなど「音声パーツ」の土台があります。　●語順、語彙、熟語など「活字
エリア」の知識を増やし音に乗せてコミュニケーションの範囲を拡げましょう。 ●知識が増え
ることで、リスニングの対応範囲も広がります。最初は、Bラインで文法整理とExpressions
で語彙・熟語量の増強を行います。同時に、プライベートレッスンで行う”My english”でご
自身に関連する語彙を集めます。 ●音声・活字の両エリアのバランスが整った段階でビジ
ネス英語に入って行きます。

●スタート時としての文法知識、語彙量は良好です。 ●それを活かすために、英語の音声
への慣れを養います。多聴するだけでなく英語の音の変化や構造を理論的に学びます。
●また、会話で使われる口語表現（簡単な単語の組み合わせ）への知識を増やします。 そ
れにより、英語的な感覚（センス）が身につき、自分で英語を組み立てられるようになります。
●アウトプット（発話）時に、単語を並べて伝えようとされますので、文法、語順を整理しセン
テンスで答える知識と癖をつけます。

Speaking Skills

Intercultural Skills

Input Skills

Writing Skills [メールをはじめとするライティングコミュニケーション力の構築]

[メディアや関係資料からの読解及び聴解による情報収集]

[異文化対応力/異文化OS(ノリ）により懇意な人間関係の構築]

[現地顧客及びパートナーとの正確且つ波長の合うコミュニケーション] SPG & LSG Skills

Flexible Wording Skills [社内で使われているワードを含め、職務に適した語彙の習得]

[同僚・上司と正確且つ波長の合ったコミュニケーション]

Quality Writing Skills
Presentation Skills [ロジックの構築から抑揚、BLなど表現力/説得力を広げるスキル]

[丁寧なメール文章から、Slackでの迅速な対応]

水曜日 20:30 Shu

月曜日 20:30 Shu
Upper-Intermediate [Input]

Upper-Intermediate [Output]

Intermediate [Input]
木曜日 19:30 Solange

Intermediate [Output]
火曜日 19:30 Shu 水曜日 20:30 Kirsty

Advanced [Output]
水曜日 20:30 Shu

Upper-Intermediate [Output]
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My WeHOME Weストア サポート

PRIVATE MESSAGE

PUBLIC NEWS

My Dictionary

Hello !  Hikaru  ( ID:  1867023)   Val id Point:  92pts  Expiration Date:2022-05-21  Support:  info@we-j . jp

Thank you for  scheding my class.         [From Kirsty Orreil l  ( IR)]

【TOEIC IP試験】　10月5日（日）実施の締め切りが間近です。

【ホビングリッシュ】 日本酒ホビングリッシュ　エントリー開始致しました！

【Party】 秋の味覚Party開催！ 10月20日（土）

Thank you for  your reply.  Okay I . .        [From Solange Pais  ( IR)]
江尻さん、こんにちは！ 担当の菊池です。        [From Yuki  Kikuchi  (SF)]

Yoga, Cooking, Traveling, Karaoke

My name is Hikaru. I live in Kawasaki in Kanagawa. I am working for a 

fashion brand as a fashion coordinator. I like traveling abroad. And 

finally I decided to go to study abroad. But I'm not good at English yet...  

I really want to be able to speak English！ 

My Profile

Name

Home Town

Frst language

Occupation

Aiming for

Hobby

Self
introduction

My Dictionary ID & Password

Hikaru Ejiri

Fashion Coordinator

DateTime 2018 - 10 - 21 (Mon) : 18:45 ～ 19:25

Instructor

Messages
and

Requests

Text/Syllabus

Hangout / Skype

Kirsty Orreill

Attachments

予約 [パーソナル レッスン]

We Membership Site

LESSON RECORD
Instructor

DateTime

Room

TextBook

Focus

Lesson Topic  

Keywords

Homework  

Lesson Result

Attachment

Kirsty Orreill

10/21 : 18:45 ～ 19:25

G

Di�erent interpretations based on di�erent cultures

Natural Speed

PPM log (Messages log)

Thank you for scheduling my class.  I reviewed your study 
history at We and noticed you are an excellent student who 
already possesses a solid understanding of English.
I was also pleased to learn you have lived in New York City as I 
was born and lived there.
I look forward to seeing you, and I believe I can help you attain 
your English language goals and beyond...

Kirsty Orreill

Oct 17 17:07
From [IR] Kirsty Orreill

Browse  AddNo �le choosen

予約から受講まで24時間365日可能。あなたの個性を世界に広げるためのプラットフォームを用意しました。 「Wel i fe（ウィーライフ）」は、レッスンの予約は
もちろん、 講師との授業前の打ち合わせ（メッセージング）、 レッスンレコードの閲覧復習など全てをネット上で管理できるシステムです。 受講の場合は、サイ
ト上のクラス名をクリックすることでオンライン教室に入ることができます。 weが厳選した世界中のプロフェッショナル英語コーチが在籍登録されています。



LESSON RECORD
Instructor

DateTime

Room

TextBook

Focus

Goals  

Lesson Topic

  

Keywords

Homework  

Lesson Result

Attachment

Kirsty Orreill

10/21 : 18:45 ～ 19:25

G

Our major/ Whether human beings are special

Natural Speed

PPM log (Messages log)

Thank you for scheduling my class.  I reviewed your study 
history at We and noticed you are an excellent student who 
already possesses a solid understanding of English.
I was also pleased to learn you have lived in New York City as I 
was born and lived there.
I look forward to seeing you, and I believe I can help you attain 
your English language goals and beyond...

Kirsty Orreill

Oct 14 17:07
From [IR] Kirsty Orreill

Thank you for your reply. In the lesson, I’d like to talk to you 
about at least two topics as follow:

1, Let me introduce myself including my major and what I’m 
interested in the �eld. If it possible, could you tell me your 
previous work as a physician? I wonder what the di�erences 
between emergency physician and family physician are. Do 
emergency physicians perform surgery? In addition, I’m 
wondering what your focusing symptoms in psychiatry was.

2, Do you think that we human beings are special on the earth 
than the other creatures? My acquaintance               ....   See More

Oct 14 21:07
From [ST] Tomoko Tamura

たむらさん    おてがみは誠にありがとうございました。

In response to your note: l observe that many animals are 
curious and can perceive each other.
As far as I can tell, they do not think too much about beauty or 
ugliness. 
For instance, when one animal is injured, the other animals of 
their specie notice and often attempt to care 
and protect. Elephants, apes (るい じん) and many marine 
mammals are particularly noted for this trait.

Our pets are “gurus” of devotion and are daily           ....   See More

Oct 15 11:17
From [IR] Kirsty Orreill

Di�erences between emergency physician and family physician

Human beings are special on the earth than the other creatures?

81400E22-49.pdf
Another Attachment : No �le choosen

Delete

Browse  Add

LESSON RECORD
Instructor

DateTime

Room

TextBook

Focus

Lesson Topic

Keywords

Lesson Result

Deliverables

Kirsty Orreill

10/21 : 18:45 ～ 19:25

G

Our major/ Whether human beings are special

Natural Speed

PPM log (Messages log)

Thank you for scheduling my class.  I reviewed your study 
history at We and noticed you are an excellent student who 
already possesses a solid understanding of English.
I was also pleased to learn you have lived in New York City as I 
was born and lived there.
I look forward to seeing you, and I believe I can help you attain 
your English language goals and beyond...

Kirsty Orreill

Oct 14 17:07
From [IR] Kirsty Orreill

Thank you for your reply. In the lesson, I’d like to talk to you 
about at least two topics as follow:

1, Let me introduce myself including my major and what I’m 
interested in the �eld. If it possible, could you tell me your 
previous work as a physician? I wonder what the di�erences 
between emergency physician and family physician are. Do 
emergency physicians perform surgery? In addition, I’m 
wondering what your focusing symptoms in psychiatry was.

2, Do you think that we human beings are special on the earth 
than the other creatures? My acquaintance               ....   See More

Oct 14 21:07
From [ST] Tomoko Tamura

たむらさん    おてがみは誠にありがとうございました。

In response to your note: l observe that many animals are 
curious and can perceive each other.
As far as I can tell, they do not think too much about beauty or 
ugliness. 
For instance, when one animal is injured, the other animals of 
their specie notice and often attempt to care 
and protect. Elephants, apes (るい じん) and many marine 
mammals are particularly noted for this trait.

Our pets are “gurus” of devotion and are daily           ....   See More

Oct 15 11:17
From [IR] Kirsty Orreill

Di�erences between emergency physician and family physician

Aspiration, to aspire

Perseverance, to persevere

Open minded

Human beings are special on the earth than the other creatures?

Whiteboard_10-21.pdf
Deliverable1_10-21.pdf
Deliverable2_10-21.pdf

Your questions were all intelligent and demonstrated a 
deepsense of wisdom.  With only the exception of 2 or 3 times, 
whenever you spoke, I fully understood. Please continue to 
practice speaking English everyday. For homework, just 
continue to think about curious intellectual questions. I would 
be honored to try to answer

たむらさん    おてがみは誠にありがとうございました。

In response to your note: l observe that many animals are 
curious and can perceive each other.
As far as I can tell, they do not think too much about beauty or 
ugliness. 
For instance, when one animal is injured, the other animals of 
their specie notice and often attempt to care 
and protect. Elephants, apes (るい じん) and many marine 
mammals are particularly noted for this trait.

Our pets are “gurus” of devotion and are daily           ....   See More

Oct 15 11:17
From [IR] Kirsty Orreill

PPM log (Messages log)

Oct 17 17:07
From [IR] Kirsty Orreill



My Dictionary

Group Lesson
Attendance
History

Lesson
Schedule

◇ Purchased Points：  275 pts   ◇ Used Points：        225 pts
◇ Remaining Points：  50 pts     ◇ Planned Points：   120 pts
◇ Unplanned Points：   0 pts
※ There're unplanned points remaining. Kindly seek your consultor to design your lecture plan.

 Evaluation TotalSPG WRGLIS RDG GRM FLWVCB  PRO OPN STM  FCT VAL

40% 40%60% 60% 80% 40%40% 60% 45% 55% 65% 60%

65% 65%50% 50% 75% 50%40% 65% 65% 50% 65% 50%

My Portfolio

Parsonal Lesson

Group Lesson

52.3
57.5

Initial
M.Term

"A" のページ

★ a flaw
★ a good source of
★ abolished = to put an end to something
★ abolished = to put an end to something
★ accident
★ alumni
★ ambiguous
★ ambiguous
★ anti-intellectualism
★ appreciate
★ arrogant vs. elegant

(2017年04月16日  Personal Lesson / Andy Park)
(2018年04月14日  Expressions 3 - 9 / Solange Pais)
(2018年04月14日  Expressions 3 - 9 / Solange Pais)
(2015年11月28日  Speak Out A1 - 8 / Yosuke Ino)
(2016年02月09日  Personal Lesson / Andy Park)
(2016年03月14日  Personal Lesson / Andy Park)
(2016年03月14日  Personal Lesson / Andy Park)
(2016年09月25日  Personal Lesson / Yosuke Ino)
(2015年10月17日  Speak Out A1 - 2 / Matilda)
(2018年03月10日  Expressions 3 - 4 / Alisha Ivelich)
(2018年05月10日  Expressions 3 - 4 / Alisha Ivelich)

Hikaru Ejiri



100 pt　　　　　　　 ¥1,900　　　　　　　¥190,000　　　  　　   10ヶ月

150 pt　　　　　　　 ¥1,800　　　　　　　¥270,000　　　   　　  15ヶ月

200 pt　　　　　　　 ¥1,700　　　　　　　¥340,000　　　  　  　  20ヶ月

 250pt　　　　　　　 ¥1,600　　　　　　　¥400,000　　　    　　25ヶ月

ポイント数　　　　　    ポイント単価      　　　　　　 授業料計　     　　  　有効期間

入学金　なし
教材費目安 ¥5,000 ～ ¥15,000

パーソナル レッスン グループ レッスン

１Lesson = 2ポイント（40分） １Lesson = 4ポイント（60分）

【オンライン】 【オフライン】

１Lesson = 1ポイント（55分）
            = 2ポイント（85分）

１Lesson = 2ポイント（55分）
            = 4ポイント（85分）

【オンライン】 【オフライン】



Course Description　［受講案内］

グループレッスン Group Lesson

会話系クラスは5人前後、文法や資格試験対策クラスは、
8人前後となっています。講師はいずれも担任制です。

■各クラスは、3ヵ月（12回）という集中力の続く期間をワンクー
ルとしてプログラムされています。
※必要に応じて6ヵ月（24回）まで延長も可能です。

■ワンクール（3ヵ月）ごとに担当講師よりあなたの上達レポート

が発行されます。上達度を分析しながら、カリキュラムを見直し、
必要に応じて「軌道修正」を行い、目標までの最短ルートから外
れることなく進んでいきます。

キャンセル／振替について
レッスン開始5分前までにご連絡いただくことによって、ワンク
ール（12回）中、2回まで振替が可能です。
※エントリー時に欠席希望日を外して予約（エントリー）するこ
とが可能です。

エントリーについて
グループレッスンのエントリーは、１ターム（12回）単位での受
付となります。

エントリー後のクラス変更について
※変更には1ポイントが必要となります。
※エントリー後の取り消し及び受講されたポイントを返戻する
ことはできません。

パーソナル レッスン  Personal Lesson

あなたの希望する講師との１対１のレッスンです。
スケジュールは、自由予約制です。

キャンセル方法
キャンセルの受付時間はレッスン前日の午後5:00迄です

【その他制度・ルール】
目標達成保障制度
TOE IC/TOEFL/英検のクラスについては、2クール(24回)受講
後、万一目標到達できなかった場合、到達までレッスンを無料で
受けていただくことができます。
[対象条件]
・ 続けて同じクラスを2クールエントリーしていること
・ 出席率80%以上に達成していること
・ 宿題提出率80%以上に達していること

休学制度
ご契約のポイントに応じ1ヶ月単位でて、最長1年間休学するこ
とができます。休学期間の分、有効期限が延長され、休学期間中
にエントリーしているクラスは休学期間終了後の受講再開とな
ります。休学は休学届の提出をもって受理となります。休学をご

休講措置
地震、台風などの自然災害や交通機関の問題等、講師の急病や
事故などの理由でレッスンを休講とさせていただく場合がござ
います。急な休講の際は、Wel i fe*、メール、お電話にてご連絡
致します。その他の休講は、事前にレッスン前後及びWeli fe*の

Weで受講できる資格試験
TOEIC® IP試験は年6回、英検は年3回スクール内にて実施をし
ております。試験日はスクール内及びホームページにて提示し
ております。上達測定としてお気軽にご利用ください。
＜TOEIC®簡易模擬試験＞
Weの教室にてTOEIC模擬試験（2時間）を1回500円でご提供

お友達紹介制度
Weでは、お友達・ご家族をご紹介いただきご入学されますと、
ご紹介者様・ご入学者様に素敵な特典をご用意いたしておりま

リングメソッド
We独自の「リングメソッド」により、いつからでもエントリーで

リングメソッドとは

（例1） レッスン1からスタートした場合
1　　2　　3　・・・・・・・・・・・　10   11　 12  終了

7　　8　　9　・・・・・・・・・・・ 　4   　5　   6　終了
（例2） レッスン7からスタートした場合

▲

▲


