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クラウドベース eラーニング学校向け
の語学学習システム 

 



uTalk Campusの概要 
uTalk Campusは大学などの高等教育機関向けのクラウドベースeラーニング語学学習システムです。uTalk 
CampusではuTalkのすべてのコンテンツ（130以上の言語）にTalk More, Talk the TalkとTalk Business
のビデオレッスンが追加されています（一部の言語のみ）。学習内容は3つのレベルに分かれて、個人バー
ジョンと違ってコンテンツの学習順番が決まっています。一つのトピックの学習を完成してから次のトピッ
クに進むようになっています。レベル1とレベル2の最後にテストが準備されています。各言語で180時間の
勉強ができます（ビデオレッスンがついている場合）。学生がuTalkのサーバーにログインしてコンテンツの
学習とダウンロードができますので学校側のインストール作業はほとんどありません。学生はどのデバイス
でも使用できます：MacintoshとWindowsのパソコン、iPhone, iPad, Androidのスマホとタブレット、
Windowsのスマホとタブレット。 

学生の成績を記録 
先生専用のダッシュボードもあります。これにログインすると学生のログイン数、学習したトピックと点数
を確認できます。 コンテンツの詳しいことについてはuTalk製品ページをご覧ください。勉強できる言語の
リストはこちらでご覧になれます。 

各学校のニーズに対応 
学校のカリキュラムと予算に合わせてコースを設定できます。（言語と生徒の数、グループ設定など） 詳し
いことは弊社までお問い合わせください。 

uTalk Campusで勉強できる言語 
uTalk Campusでは世界のほとんどの言語（130以上）の勉強ができます。英語、フランス語、中国語のよ
うなメジャーな言語だけではなくて広東語、カタロニア語、オーストラリア英語など比較的にマイナーな言
語も勉強できます。 
下記の言語リストを参照して下さい 



 

　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　                   

スピーキング練習画面 

uTalk Campus の学習方法 

1. 言葉を覚える 
基本的な単語や日常の短い文章を、絵テキストを見ながら覚えていきます。音声は男性と女性の声で流れま
す。 

2. 発音の練習 
表示される絵を見ながら自分の声で録音します。その後、録音した自分の声を聞きながら正しい絵を選びま
す。 

3. ゲームで上達 
各分野には、それぞれ力試しの簡単なゲームと難しいゲームが用意されています。いいスコアを取れば他の
トピックの購入に使えるコインがもらえます。 

4. 聞き比べ 
自分の声で単語またはフレーズを言って、録音した自分の声を聞いてからネイティブスピーカーの発音と聴
き比べができます。 



 

ゲーム画面 

uTalk Campusの特徴 

130以上の言語 
英語、イタリア語、インドネシア語、韓国語、広東語、スペイン語、タイ語、タガログ語、中国語、ドイツ
語、ヒンディー語、フランス語、ベトナム語、ロシア語など132言語を一つのアプリで勉強できます。 

豊かなコンテンツ 
各言語に180時間まで勉強できる、60以上のトピックがあります。 
自由に選べる60以上の勉強できるトピックは、基本的な「基本単語」、「レストラン」、「乗り物」、「宿
泊施設」、「道案内」から「ビジネス」、「テクノロジー」、「ゴルフ」、「農業」まで幅広いコンテンツ
を提供します。下記のリストを参照して下さい。 

やる気になる 
uTalkはゲームをやりながら進みますので楽しく勉強、楽しいから飽きない。勉強が進めば進むほど点数が
増え、ご褒美として無料のコインをもらってさらにトピックを購入できます。 

どのデバイスでも使える 
パソコン、スマホ、タブレット、全部で使えます。複数のデバイスで使う場合は全てのデバイスが同期され
るので、同じところから勉強を続けられます。しかもインターネットに接続されていないときでも使えます。
飛行機に乗っているときなど、いつでも学習できます。 

ネイティブスピーカーを利用 



全ての単語とフレーズはネイティブスピーカーにチェックされ、音声にもネイティブスピーカーだけを利用
しています。 

AIの活用 
uTalkのソフトウェアはAIの技術を適用して、どの部分をもっと勉強するべきかなどを把握します。よく間
違う単語とフレーズの出る回数が自動的に多くなります。あなたのレベルとニーズに合わせてゲームの内容
が変わります。 

発音の練習 
ゲームの中で声を出してネイティブスピーカーの発音と聞き比べができます。フレーズを覚えながら発音も
どんどん綺麗になります。 

綺麗なグラフィック 
すべての単語とフレーズは綺麗な写真で説明されています。この視力的な学習方法は記憶する時間を短くし
ます。 

どの言語からでも勉強できます 
たとえば日本語から英語を勉強する、または英語から日本語を勉強する、フランス語から中国語を勉強する
など、だれでも使用できます。 

学生の勉強内容と成績を把握できる 
教諭がネットでログインできる「ダシュボード」を準備しています。「ダシュボード」を見て各学生が勉強
した項目と点数をいつでも見ることができます。 

学校側の導入のための作業はほとんどない 
クラウドベースですので学校のサーバーにインストールする必要がありません。使うクライアント機器にア
プリケーションをダウンロードしてインストールすることだけで利用できます。 

体験版 
一部のコンテンツのみご利用できる体験版を下記のURLからダウンロードできます。 
http://www.infinisys.co.jp/product/utalk/index.shtml 

試し期間も可能 
30日間、すべての言語とトピックを勉強できる試しコードを準備しています。ご希望の学校と法人に発行で
きます。 

学生のデバイスの動作環境 
Macintosh OS 10.9以上 
iOs 9以上 
Windows 7以上 
Android 4.2以上 
パソコンのメモリ：2GB以上 
パソコンのHD空き：1GB以上 

お問い合わせ 
Tel : 022-706-8929 (平日　13時から17時まで） 
email : info4@infinisys.co.jp 

mailto:info4@infinisys.co.jp?subject=


言語リスト 

アイスランド語 クロアチア語 ノルウェー語 リトアニア語

アイルランド語 サモア語 ハイチ語 ルーマニア語

アゼルバイジャン語 サルド語 ハウサ語 ルクセンブルグ語

アッサム語 シチリア語 パシュトゥ語 ロシア語

アフリカーンス語 ジャワ語 バスク語 英語（アメリカ）

アムハラ語 ジョージア語 バラルーシ語 英語（イギリス）

アラビア語 （エジプト方言） ショナ語 ハンガリー語 英語（インド）

アラビア語（アラブ首長国連
邦）

シンド語 パンジャブ語 英語（オーストラリア）

アラビア語（モロッコ） シンハラ語 パンジャブ語（パキスタン） 英語（カナダ）

アラビア語（レバノン） スイスドイツ語 ピジン語 英語（コックニー）

アルバニア語 スウェーデン語 ビルマ語（ミャンマー語） 英語（スコットランド標準）

アルメニア語 ズールー語 ヒンディー語 韓国語

イタリア語 スコットランド・ゲール語 フィジー語 現代標準アラビア語

イボ語 スコットランド語 フィンランド語 広東語

イロカノ語 スペイン語 ブラジル（ポルトガル）語 中国語

インドネシア語 スペイン語（アルゼンチン） フランス語 日本語

ウェールズ語 スペイン語（ラテンアメリカ） ブルガリア語

ウォロフ語 スロバキア語 フレミッシュ語

ウクライナ語 スロベニア語 ベトナム語

ウズベク語 スワヒリ語 ヘブライ語

ウルドゥー語 セブアノ語 ペルシア語（アフガニスタン）

エストニア語 セルビア語 ペルシア語（イラン）

エスペラント語 ソマリ語 ベンガル語

オランダ語 タイ語 ベンバ語

オリヤー語 タガログ語（フィリピノ語） ポーランド語

オロモ語 タジク語 ボスニア語

カザフ語 タマジット語（ベルベル語） ポルトガル語

カタロニア語 タミール語（タミル語） マオリ語

カッチ語 チェコ語 マケドニア語

カナダフランス語 ツワナ語 マダガスカル語

ガリシア語 ティグリニア語 マライ語

ガンダ語 テルグ語 マラティー語

カンナダ語 デンマーク語 マラヤーム語

ギリシャ語 ドイツ語 マルタ語

キルギス語 トゥンブカ語 モンゴル語

グジャラティー語 トク・ピシン語 ヨルバ語

クメール語（カンボジア語） トルクメン語 ラオ語

グリーンランド語 トルコ語 ラップ語

クルド語（ソラニー方言） ニャンジャ語 ラテン語

クルド語（トルコ） ネパール語 ラトビア語



uTalk Campusのトピック 

はじめての言葉 好き嫌い 学校 解説

旅行 海外戦 ビジネス 命令

乗り物 スポーツ 20までの数字 ゴルフ

レストラン 買物 一千までの数字 前置詞

飲食物 買物に使う表現 短いフレーズ 農業

料理 果物 形容詞 民間人

宿泊施設 野菜 色 キャンプ

場所 衣服 国 夏のイベント

道案内 家 カレンダー 時刻表

病気 キッチン 時間 秘密情報収集

医者 道具 アウトドア 動物の体

体 家族 休暇 オリンピック

緊急 職業 運転 冬のイベント

社会生活 動物 セーリング アルファベット

娯楽 テクノロジー スキー 国の情報

バスルーム 食材

動画のトピック

挨拶 世界 ビジネス　商談 家族

移動 職場にて ビジネス　電話 趣味と友達

レストランにて 学校にて ビジネス　取引 レジャー

ホテルにて ビジネス　銀行 ビジネス 買い物

出張 ビジネス　キャリア eメールとテクノロジー スポーツ

電話にて ビジネス　IT インターネッ
ト

ビジネス　会議 旅行

自宅にて ビジネス　マーケティング 非常のとき


