
一般的なレッスンではなく専属トレーナーによるトレーニング
そして、オンラインレッスンOK‼

EYE English



What is TOEIC® ?
テストの形式と構成

EYE の特徴

マンツーマンと柔軟なカリキュラムで、ベテラン日本人講師と徹底トレーニングをしていきます。 

また、担任制ですので、常に、カウンセリングをしながら、弱点を見付け出し、トレーナーによる

アドバイスを受けながら、確実に目標スコアを獲得していきます。

「レッスンではなく専属トレーナーによるトレーニングで授業」 

※1. デイタイムコースは、平日10 時～ 18 時の間でご予約ください。
※2.【電話の場合】平日のみ 19 時まで【ホームページやメールの場合】平日21 時まで、土曜 18 時までにご連絡ください。
※3.日曜・祝日・EYE 指定休館日の場合は、前営業日までにご連絡ください。

TOEIC®L&R は、リスニング（約 45分間・100 問）、リーディング（約 75分間・100 問）、合計約 2時間で 200 問に答えるマー
クシート方式の一斉客観テストです。出題形式は毎回同じで、解答はすべて問題用紙とは別の解答用紙に記入します。テスト
は英文のみで構成されており、英文和訳・和文英訳といった設問はありません。

リスニングセクション ( 約 45 分間・100 問）　会話やナレーションを聞いて設問に解答

リーディングセクション ( 約 75 分間・100 問）　印刷された文章を読んで設問に解答

写真描写問題：6問

応用問題：25問

会話問題：39問

説明文問題：30問

短文穴埋め問題：30問

長文穴埋め問題：16問

1つの文章の問題：29問　　複数の文章の問題：25問

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

一枚の写真について 4つの短い説明文が 1度だけ放送される。説明文は印刷されていない。
4つのうち、写真を最も的確に描写しているものを選び解答用紙にマークする。

1つの質問または文章とそれに対する 3つの答えがそれぞれ 1度だけ放送される。印刷は
されていない。設問に対して最もふさわしい答えを選び解答用紙にマークする。

不完全な文章を完成させるために、4つの答えの中から最も適当なものを選び解答用紙に
マークする。

不完全な文章を完成させるために、4つの答え（単語や句または一文）の中から最も適当な
ものを選び解答用紙にマークする。各長文には設問が 4問ずつある。

2人または 3人の人物による会話が 1度だけ放送される。印刷はされていない。会話を聞
いて問題用紙に印刷された設問（設問は放送される）と解答を読み、4つの答えの中から最
も適当なものを選び解答用紙にマークする。会話の中で聞いたことと、問題用紙に印刷され
た図などで見た情報とを関連付けて解答する設問もある。各会話には設問が3問ずつある。

アナウンスやナレーションのようなミニトークが１度だけ放送される。印刷はされていな
い。各トークを聞いて問題用紙に印刷された設問（設問は放送される）と解答を読み、4つの
答えの中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。トークの中で聞いたことと、問
題用紙に印刷された図などで見た情報とを関連付けて解答する設問もある。各トークには
質問が 3問ずつある。

様々な文章が印刷されている。設問を読み、4つの答えの中から最も適当なものを選び解答
用紙にマークする。文章内に新たな一文を挿入するのに最も適切な箇所を選ぶ設問もある。
各文章には設問が数問ずつある。

3. レッスンのフルカスタマイズ 4. 極めて柔軟なレッスン予約

受講生の要望に応じ、レッスンに

ついて、教材選びもカリキュラム

も完全にカスタマイズすることが

できます。

平日・土日祝日の �� 時～ �� 時の
間でレッスン予約ができ、しかも、
キャンセルは、予約日の前日まで
（※�・�）であれば、何度でも無料
で回数繰り越し扱いとすることが
できます。

2. アウトプット主義

最初から最後まで同じ日本人講師
が専属トレーナーとしてマンツー
マンで指導させていただきます。
但し、受講生の要望により、途中
で専属トレーナーを変更すること
もできます。
また、随時、オンラインレッスン
に変更することも可能です。

専属トレーナーの下、ひたすら

アウトプット（問題演習）に取り

組んでいただき、確実に得点力を

上げていただきます。

1. 完全な個別レッスン
＆オンラインレッスンに対応

リスニング
（約45分間・100問）

リーディング
（約75分間・100問）

マークシート方式 約2時間・200問



田端講師
TOEIC®L&R TEST SCORE 985

小木曽講師
TOEIC®L&R TEST SCORE 990

｢辛いと思わないで｣

急に思い立ってランニングを始めたら、筋肉痛になった経験はありませんか。最初は痛くて辛かっ
たかもしれませんが、毎日走っているうちに習慣になり、辛くなくなったという経験もあるのではな
いでしょうか。目標達成できる人とは、勉強をスタートして3ヶ月、半年、1年後も諦めずに続けられる
人のことだと思います。生徒さんには「どうせやるなら楽しんでやりましょう。理解することの楽しさ
や成長する喜びを体感しましょう。目標を達成するために、今こそTOEIC世界での経験値を上げま
しょう。テスト前は解答集を読みながら寝るくらいの気持ちで。」とお伝えしています。

TOEIC学習においては、リスニングは、「読んで理解できないものは、聞いて理解できる筈がない。」
という考えの下、解答集のスクリプトの読解を徹底します。リーディングは、中・高で学んだ基礎的な
文法で十分であり、出題範囲に限りがあるので達成しやすいため、初期のレッスン時に一気に力を
付けていきます。難関Part 7では、全体の意味を日本語でも英語でも良いのでサマライズ（要約）　
できるような読み方の練習をします。多くの方が経験する「英単語が覚えられない」という悩みは、
公式問題集や市販のテキストを使って頻出単語をセンテンスやフレーズで覚えていきます。皆様　
一人ひとりの長所や弱点に合わせたアドバイスによって目標点達成をサポートします。

大学在学時にESSに所属し、演劇やスピーチコン
テストへの参加を経験。練習の過程でネイティブ
の先生方と親しくなれたことでさらに英語に興味
を持ち、スピーチコミュニケーションを学ぶため
に米ミズーリ州ウィリアム・ジュエルカレッジへ留
学。帰国後、仏系石油企業、法律事務所、大手自動
車会社、レコード会社等で外国人付秘書として10
年以上翻訳・通訳業務に従事。アメリカ留学経験
の他、カナダ3年間、香港2年間の滞在経験あり。
現在、オンラインと対面でTOEIC・英会話講師の
他、英文翻訳・校閲も手がける。英検1 級、TOEIC
スコア985点。

渋谷本校

「目標を持って学ぶことが大切」

ある脳科学者によれば、語学の進歩はまず動機だそうです。なぜTOIEC®L&R TESTでスコアを伸ばす必要が
あるのか、目標点に達しなかったらどうなるのか、ということを考え、時として危機感を持つことも必要です。
毎日15分でも30分でもネイティブスピーカーの音声を聴きましょう。ただぼんやりと聞くのではなく、聞こえ
た音声を口に出して言ってみます。この音読がリスニング練習の基本です。リーディングセクションは、まず
文法力の強化です。TOIEC®L&R TESTでは、どれだけ難しいことを知っているかではなく、いかに基本的な　
事柄を使えるかを試されます。

英語教師の父親の影響で、幼少より英
会話学習をスタート。高校から海外留
学し、それをきっかけにさらに米国文
化への造詣を深める。言葉のバックグ
ラウンドが大切だという信念を持って
学習する必要性を説く。海外での職務
や国際会議のコーディネーターなど、
国際舞台で活躍してきた。

お問合せからレッスンスタートまでの流れ講師紹介

サポート

体験レッスンの流れ

1

2

3

4

5

6

7

池袋本校東京本校（水道橋）

B E S T  S C O R E  F O R  T H E  T O E I C ®  L & R  T E S T

TOEIC® L＆R TEST IP（Institutional Program）受講OK（オプション）
※別途料金が発生します。
EYE Englishは国際ビジネスコミュニケーション協会の賛助会員ですので、TOEIC® L＆R TEST IP

（nstitutional Program）を受講できます。

自習室・DVD個別ブースの無料利用
EYE English各校舎の自習室・DVD個別ブースを無料で利用できます。

（設備が各校舎で異なる場合がありますので、詳細は、お問い合わせください。）

テストの形式と構成EYE English WEBサイトの「体験レッスンお申込みフォーム」に必要事項をご記
入の上、送信してください。お電話でもお申込みできます。
(         0120-651-019)

体験レッスンのスケジューリングを行い、ご連絡いたします。

当日、EYE English 各校舎の受付カウンターにて、お支払いの確認と簡単な必要
事項のご記入をお願いいたします。

受付終了後、担当講師と共にマンツーマンレッスン専用ブースへ。
いよいよ、体験レッスンのスタートです。

体験レッスンは、下記の流れで進めます。
TOEIC®L＆R TESTの攻略法からカウンセリングまで、約90分で行います。

体験レッスン終了後、受講システム・費用などをご案内いたします。ご確認の上、　
そのままお帰りいただいて構いません。じっくりご検討ください。すぐにご入学を　
ご希望の場合には、その場で申込手続きと初回レッスンのご予約が可能です。

指定口座に体験レッスン料2，200円（税込）のお振込みをお願いいたします。
（体験レッスン当日、お振込みのご利用明細をお持ちください。）
※約60分の縮小版の無料体験レッスンもございます。

こちらのQRコード
からもお申し込み
いただけます。

インターネットからもお申込みいただけます。
（EYE WEB SHOP）

日本人講師がTOEIC®L&R TESTの全パート攻略法を詳しく
解説します。

日本人講師のマンツーマンレッスン（ショート版）を体験し
ていただきます。

あなたのレベルを把握するため、簡単なミニテストを行い
ます。

レベル、弱点、状況などを総合判断のうえ、あなたに最適な
テスト対策、レッスンプランの提案を行います。不明点はど
のようなことでも、その場でご質問ください。

※以上は体験レッスンの流れのご紹介です。講師により異なることがありますので予めご了承ください。

1.パート攻略法解説(20分) 2.レベルチェック(30分)

3.ショートレッスン（25分） 4.カウンセリング(15分)



EYEのマンツーマンレッスンは年中無休。
平日に加え、仕事や学校から解放される休日にもレッスンを受けられる
「レギュラー・ネオコース」、
平日の昼間の時間帯を有効活用したい方向けの
「デイタイム・ネオコース」、
ご都合に合わせ、コースを選択できます。

学習期間

10ヶ月

10ヶ月

15ヶ月

15ヶ月

20ヶ月

20ヶ月

25ヶ月

25ヶ月

マンツーマン基礎英文法講座

動詞の時制、能動態と受動態、-ing 形と to＋動詞の使い分け、品詞、前置詞・接続詞の使い分けなど、
TOEIC® L&R TESTに必要な基礎文法事項を網羅し、本格的なテスト対策につなげていきます。
平日に加え、仕事や学校から解放される休日にもレッスンを受けられる「レギュラーコース」、
平日の昼間の時間帯を有効活用したい方向けの「デイタイムコース」、ご都合に合わせ、コースを選択できます。

TOEIC® L&R TEST 対策講座

レギュラー・ネオコース（マンツーマンレッスン） 月～日の10時～22時の間でレッスン可能

※受講料の金額はすべて税込です。
※担任講師（パーソナルトレーナー）との事前調整により、平日・土日祝日の10時～22時の間でレッスンが可能です。

コース種別
大学生協等割引受講料

（税込）
1回60分×20回コース

1回90分×20回コース

1回60分×30回コース

1回90分×30回コース

1回60分×40回コース

1回90分×40回コース

1回60分×50回コース

1回90分×50回コース

141,053円

191,579円

195,158円

244,737円

248,843円

314,843円

302,422円

384,948円

134,000円
182,000円
185,400円
232,500円
236,400円
299,100円
287,300円
365,700円

正規受講料（税込）

デイタイム・ネオコース（マンツーマンレッスン） 月～金の10時～18時の間でレッスン可能

※受講料の金額はすべて税込です。
※担任講師（パーソナルトレーナー）との事前調整により、土日祝日を除く平日の10時～18時の間でレッスンが可能です。
※デイタイム・ネオコースの場合、IPテスト回数券（5回分、税込23,000円）と一緒にお申込みいただいております。

コース種別
大学生協等割引受講料

（税込） 学習期間

1回60分×20回コース

1回90分×20回コース

1回60分×30回コース

1回90分×30回コース

1回60分×40回コース

1回90分×40回コース

1回60分×50回コース

1回90分×50回コース

98,948円

126,737円

144,106円

185,790円

189,264円

244,843円

234,422円

303,895円

94,000円
120,400円
136,900円
176,500円
179,800円
232,600円
222,700円
288,700円

10ヶ月

10ヶ月

15ヶ月

15ヶ月

20ヶ月

20ヶ月

25ヶ月

25ヶ月

正規受講料（税込）

いずれのコースについても、体験レッスン日から1週間以内に入会すると、入会金3万円（税込）が無料になる特典を受けることができます。
但し、本入会金無料特典を受けてご入会をお申込みになった日から90日未満でご解約の場合には、入会金3万円をお支払いいただきます。特典について

いずれのコースについても、体験レッスン日から1週間以内に入会すると、入会金3万円（税込）が無料になる特典を受けることができます。
但し、本入会金無料特典を受けてご入会をお申込みになった日から90日未満でご解約の場合には、入会金3万円をお支払いいただきます。特典について

※受講料の金額はすべて税込です。
※担任講師（パーソナルトレーナー）との事前調整により、平日・土日祝日の10時～22時の間でレッスンが可能です。

レギュラーコース（マンツーマンレッスン） 月～日の10時～22時の間でレッスン可能

コース種別 学習期間

1回90分×10回コース 111,474円 5ヶ月

正規受講料（税込）
大学生協等割引受講料

（税込）

105,900円

※受講料の金額はすべて税込です。
※担任講師（パーソナルトレーナー）との事前調整により、土日祝日を除く平日の10時～18時の間でレッスンが可能です。

デイタイムコース（マンツーマンレッスン） 月～金の10時～18時の間でレッスン可能

コース種別 学習期間

1回90分×10回コース 71,000円 5ヶ月

正規受講料（税込）
大学生協等割引受講料

（税込）

67,450円



※最適にカスタマイズしたプログラムをご提案させていただきます。 「企業内語学研修の件で」と営業担当者までお気軽にお問い合わせください。

出張スクールサービス

いずれのコースについても、体験レッスン日から1週間以内に入会すると、入会金3万円（税込）が無料になる特典を受けることができます。
但し、本入会金無料特典を受けてご入会をお申込みになった日から90日未満でご解約の場合には、入会金3万円をお支払いいただきます。特典について

初めてのビジネス英語コース（マンツーマンレッスン） 月～日の全時間帯でレッスン予約が可能

※受講料の金額はすべて税込です。
※担任講師（パーソナルトレーナー）との事前調整により、平日・土日祝日の10時～22時の間でレッスンが可能です。

コース種別 大学生協等割引受講料
（税込） 学習期間

1回90分×10回コース

1回90分×20回コース

1回90分×40回コース

追加5回

143，790円

227，474円

400，106円

49，900円

136，600円

216，100円

380，100円

5ヶ月

10ヶ月

20ヶ月

2ヶ月

正規受講料（税込）

おもてなしの英語コース（マンツーマンレッスン） 月～日の全時間帯でレッスン予約が可能

※受講料の金額はすべて税込です。
※担任講師（パーソナルトレーナー）との事前調整により、平日・土日祝日の10時～22時の間でレッスンが可能です。

コース種別 大学生協等割引受講料
（税込） 学習期間

1回90分×10回コース

1回90分×20回コース

1回90分×40回コース

追加5回

143，790円

227，474円

400，106円

49，900円

136，600円

216，100円

380，100円

5ヶ月

10ヶ月

20ヶ月

2ヶ月

正規受講料（税込）

リスニングとスピーキングの訓練を取り入れた
レッスンで、人との交流に必要な会話力 、仕事に
役立つ会話スキル、コミュニケーション力などを
高めていきます。
マンツーマンレッスンなので、初心者の方も安心
して受講できます。
「初めてのビジネス英語コース」も「おもてなしの
英語コース」も、平日に加え、仕事や学校から解放
される休日にもレッスンを受けられるコースです。

EYE English では、企業における「社員の英
語力向上」というという課題だけではなく、経
営マネジメント層が人事部に求める、ビジネス
における製品の導入期・成長期・成熟期・衰
退期という「各製品ライフサイクル毎に社員が
適切なアクションを起こせる状態」になるための

解決策や、企業の成長度合いに応じた「企業風土の醸成」という課題に対する解決策などを人事部に
ご提案いたします。

研修例１：「対象者を、新入社員とする場合 」　→　新人社員向け研修

例えば、内定段階で TOEIC® IP テストを全員に受講していただき、
結果を元にクラス分けを行います。半年等と期限を区切り、目標を
設定しセミナー形式で宿題も用意し実施します。
この「新入社員研修」の目的は、単に英語を活用できるように育てる
のではありません。企業の戦略をプログラムに折り込み、チーム形式
で課題に取り組ませてアウトプットを出させることにより、彼ら彼女ら
が 4月の初出勤のときに適切な動機付けが行なわれているように
するとともに、早く先輩たちに追い付けるよう、ビジネスマンとしての
マインドを育成する、という目的も含んでいます。

研
修
モ
デ
ル
ケ
ー
ス

： 新卒内定者 20名
： 6 月～翌年 2月末までの9ヶ月間
： 90 分×27 回（1ヶ月平均 3回）
： テスト120 分×2回
： 700,000 円

※テキスト代、交通費、テスト代（1人あたり4,200 円）は、別途

対 象 者
期 間
授 業 回 数
別 途
モデル費用

研修例２：「対象者を、海外に赴任する社員とする場合 」　→　海外赴任者研修

外国人に囲まれて仕事をするとき、日本では無意識のうちにうまくい
くと考えていた人心掌握術や進行方法が必ずしも最適な結果を生
まないことがあります。
日本では、以心伝心を無意識に相手に求め、相手もそれに応じよう
とする環境で育つ傾向がありますが、例えば、アメリカでは、ビジネス
の場で義理人情を求めることが業務の進行を複雑にしてしまう傾向
があり、やってほしいことは相手へ率直に伝える必要があります。
短期間で集中的なビジネス英会話研修を行うだけでなく、海外の
文化面について予備知識を提供し、時にはロールプレイングも行い
ます。

研
修
モ
デ
ル
ケ
ー
ス

： 社員 1名
： 海外赴任直前までの2ヶ月間
： 90 分×16 回（1ヶ月に8回）
： 368,000 円

テキスト代、交通費は、別途

対 象 者
期 間
授 業 回 数
費 用

研修例３：「対象者を、社員の全員とする場合 」　→　クラス別ビジネス英語研修

企業に海外から普通に電話が掛かってくる。社員の大半が英語を
活用する機会が多い。しかし、大半の社員の英語力はまだ十分とは
言えず、その結果、ビジネスチャンスを逃がしている可能性がある、と
いったことは、人事マネージャーやより上位職位に従事するマネジメ
ント層が抱きやすい懸念事項でしょう。
そのときは、まず、企業としての英語力を高めるために、数回に分けて
レベルチェックを行うことをご提案します。
TOEIC® IP テストだけでなく、スピーキングのレベル把握も行い、そ
の後、スキルの分布を見ながらオリジナルの研修を1年間継続し、
最後に再度レベルチェックを行い、スキル分布を検証の上、個人に
も個別にフィードバックする。
企業としての目標を設定する場合、まず、現状を把握することにより、
より翌年に向けて適切な対策を練ることが可能になります。

研
修
モ
デ
ル
ケ
ー
ス

： 社員 20 名
： 1 年間
： 90 分×36 回（1ヶ月平均 3回）
： テスト120 分×2回
： 980,000 円

テキスト代、交通費、テスト代（1人あたり4,200 円）は、別途

対 象 者
期 間
授 業 回 数
別 途
費 用

プロフェッショナル英語講座



ご入会までの流れ
❶ 体験レッスンのお申込み

❷ 受講料のお支払い

各店舗で、専用申込書にご記入の上、受講料をお支払いください。
その後、申込書控えを EYE English 受付までお持ちください。
※受付方法は、各店舗により異なりますので、お手数ですが、詳細は EYE English までお問い合わせください。

EYE English 各校受付の場合
下記のいずれかのお支払い方法をお選びください。
１. 現金
２. クレジットカード（VISA、MasterCard、NICOS、DC）
３.銀行振込（下記の振込先までお振り込みの上、振込明細をEYE English受付までお持ちください。）

❸  EYE 校舎でのご入会のお手続き

「受講確認書」またはご利用明細の控えと身分証明書 ( 運転免許証、保険証等、生年月日がわかる書類）をご持参ください。

大学生協・購買部・書店の場合

( 株 ) グローバルアイ　10170-14499121銀行振込 三井住友銀行　神田支店　( 株 ) グローバルアイ　普通　6454551 郵便振込

TOEICのスコアを上げたいと考え、EYE Englishに入
会する前に何校か他校の TOEIC講座を体験したり実
際に入学して受講したのですが、授業を受けている
ときも自分の中で確実に内容を理解したり納得して
いる実感があまりなく、しっくりくる授業がありませ
んでした。EYE Englishと違い、グループでの授業だっ
たので、ある程度何人かの生徒と同じペースやレベ
ルで学ばないといけなかったことや、実際、受講後
にTOEICを受けてもスコアが伸びず結果が付いてこ
なかったです。実績のある当校で体験レッスンを受
けると、担当の先生の教え方が非常にわかりやすく、
私の中でこの先生に教わりたいとそのときに感じ、
入会を決めました。

他校でなくてなぜ EYE English だったか
EYE English で学習してよかったこと

とにかく、TOEICの効率のいい学習方法を教えて
いただいたことが短期間での予想を大きく上回る
スコアアップにつながったと思います。
マンツーマンなので、私に一番合ったペースと学
習内容を毎回考えていただき、課題も与えていた
だき、授業を受けるたびに手応えが強くなってい
くことを実感できたことが自信にも繋がりました。
そして、何より、先生がとても気さくな方でたく
さんの生徒さんを教えてこられた経験の有る方な
ので、非常に信頼でき、楽しく毎回の授業があっ
という間でした！

スコアアップで工夫したこと これから TOEIC®L&R TEST 受験を考えて
いる方へ応援メッセージをお願いします。

EYE English に通うことを決めた
理由を教えてください。

私は、業務上、英語を使っており、少しは大丈夫
かなという期待もあり、経済的には通信教育のほ
うが負担が少ないので、当初は迷っていました。
決め手は、(1)体験レッスンを通じて感じたマン
ツーマンレッスンの密度の濃さ (2)忙しい社会人
でも継続できる柔軟なスケジュール・カリキュラ
ムを有すること (3)事務局の生徒に対する非常に
supportiveな対応が有り難いこと。通信教育で１
人でやること考えると、通うほうがベターと判断
し入会しました。

受講開始初期段階で生徒の弱点を見出し、
その部分の強化のための学習プログラム
を設計して授業を進めてくれること、ま
た、普段の学習方法、宿題量を生徒各自
の都合（普段、英語学習に費やせる時間等）
に合わせて提案してくれることが特に有
り難かったです。また、弱点強化のみな
らず、得意分野の更なる強化を常に定期
的に実施してくれた点が良かったです。

EYE English に通ってよかった
ところを教えてください。

特に、英語を学習するキッカケが掴めない人に、
EYE Englishでの学習をお勧めします。
自分の生活で少しの時間だけでも英語ドップリの
時間を持つことが高得点に繋がるのだと思います。
一生懸命やればやるほど本番の試験も厳粛で大切
な時間と感じるものです。私も目標スコア到達ま
で一歩一歩着実に前進できるよう頑張る所存で
す。（EYE English受講終了後も、先生から教わっ
た勉強方法を継続し、まずは、最初の目標として
いた950点を取得できました。）

これから TOEIC®L&R TEST 受験を考えて
いる方へ応援メッセージをお願いします。

Student voice

こちらのQRコード
からもお申し込み
いただけます。

池袋本校
〒171-0022
東京都豊島区南池袋 2-32-13
タクトビル 5F

渋谷本校
〒150-0002
東京都渋谷区 2-10-15
JPL ビル 3F

東京本校 ( 水道橋 )
〒101-0064
東京都千代田区神田猿楽町 2-7-6
 TK 猿楽町ビル

ＪＲ水道橋駅東口から徒歩4分
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TOEICの問題集や対策本などもあり、もちろん、
一人で勉強することもできますが、やはりベテラ
ン先生にマンツーマンで教えていただくのとでは
スコアアップのスピードや効率が全く違います。
その違いは、実際にこのEYE Englishでレッスンを
受けたときにとても実感しました。先生は、プロ
フェッショナルで、様々なアドバイスをひとりひ
とりに合ったものをくださるので、信頼して着実
に取り組めば、必ず目標スコアむしろ目標を上回
るスコアを取得できると思います！

まずは、先生から与えられたアドバイスと課題を
しっかりと着実にこなしていくことを常に心がけ
て取り組んでいました。そして、これも先生にア
ドバイスをいただいたことにはなるのですが、毎
日英語に触れるよう、単語やフレーズを毎日CD
を聞きながらすらすら言えるようになるまで何度
も声に出して単語や短文を覚えていました。その
おかげで、リスニングが聞き取りやすくなり、ス
コアもみるみるアップしていきました。とにかく
短い時間でも毎日何かしらの目標を決めてTOEIC
の勉強時間を作る意識をしていました。



面倒見+マンツーマン+担任制
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