
2019 年 LINGO L.L.C.卒業生の IELTS スコアと合格校 

N.Y.さん 

高校：スイス 
受講開始時期：10 年生になる夏休み 

受講前のスコア：未受験 
受講内容：TOEFL や IELTS の集中講座と個人授業 
最終スコア：IELTS6.5 L7.0 R6.5 W6.5 S6.5（11 年生の 6 月） 

合格校：立命館大学グローバル教養学部（GLA）9 月入学 
 

Q. LINGO の授業で役に立ったことは？ 
LINGO は Writing の添削を丁寧に細かくやってくださいました。それと同時

に、点数を上げるため、アドバイスや覚えておいたほうがよい単語リストなどを
用意してくださったことが印象に残っています。さらに、直すべきところをはっ
きり言ってくださるので、自分でどこを改善すればよいか分かりやすかったの

も良かったです。いろいろな単語リストや毎回出してくださる課題と、問題解決
や理解を深める授業の形式のおかげで、自分が好きなセクションは更に点数を
伸ばせ、苦手なセクションは少しずつでも点数が上がりました。 

R.S.さん 

高校：カナダ 
受講開始時期：12 年生の 3 月 
受講前のスコア：IELTS4.5 

受講内容：学期中にスカイプ個人授業（週 1 で約 1 ヵ月） 
最終スコア：IELTS6.0 L5.0 R5.5 W6.0 S6.0（卒業後の夏） 
合格校：上智大学総合人間科学部 

 

Q. LINGO の授業で役に立ったことは？ 
この度、僕は大学受験の際に必要な IELTS のスコアを取る為に LINGO でお世
話になりました。LINGO では IELTS を受けるにあたって各セクションの効率

の良い解き方や英語力向上のために必要な課題などを教えていただき、1 ヶ月の
オンライン授業という短期間にも関わらずスコアを上げることができました。
LINGO では短期間で集中的にスコアを上げるための講義を組んでくださり、僕

のようになかなかスコアを上げられず出願までの時間がない方でも短期間でス
コアをあげるチャンスだと思います。 

Y.N.さん 

高校：カナダ 

受講開始時期：12 年生になる夏休み 
受講前のスコア：未受験 
受講内容：夏期集中講座とスカイプ個人授業（2 回） 

最終スコア：IELTS7.0 L8.0 R7.0 W6.5 S6.5（12 年生の 11 月） 
合格校：慶應義塾大学経済学部、総合政策学部 
 

Q. LINGO の授業の特徴は？ 

他校では集団的に授業が進んでしまう一方、LINGO では生徒一人一人に合った
アドバイスや勉強方法を教えてくれます。そのため、自分の苦手な部分を克服す
ることができます。例えば、私の場合 Writing の文章構成を特に苦手としていた

のですが、先生が細かく教えてくれたので、苦労せずに各パラグラフを書けるよ
うになりました。また、IELTS の問題の特徴を教えてくれるので、難しい問題
も段々と解けるようになりました。IELTS の点数が伸び悩んでいる方には、

LINGO は最適な試験対策専門校だと思います。 

G.K.さん 

高校：カナダ 
受講開始時期：12 年生の 3 月 

受講前のスコア：IELTS4.5 
受講内容：春期集中講座とスカイプ個人授業（週 1 で 3 ヵ月） 
最終スコア：IELTS6.0 L5.5 R5.5 W5.0 S7.0（卒業後の 7 月） 

合格校：上智大学経済学部 
 

Q. LINGO の授業で役に立ったことは？ 
僕は大学受験に向け LINGO の授業を通して IELTS の勉強をさせて頂いたので

すが、4 ヶ月の授業でスコアを 1.5 も上げることができました。その中でも特に
役立ったのが Writing セクションと Speaking セクションです。2 つのセクショ
ンとも苦手でしたが、段落の構成や高得点を取るためのフレーズを教授してい

ただき、それを実際に活かすことで高得点を取ることができました！LINGO の
授業は落ち着いた雰囲気で集中して受けることができ、個別のアドバイスを丁
寧にして頂けるのでとても勉強になります。迷っている方には是非おすすめし

たいです。 

Y.K.さん 

高校：日本 
受講開始時期：高校 3 年生の 5 月 

受講前のスコア：IELTS6.5 
受講内容：ゴールデンウィーク集中講座（4 日間） 
最終スコア：IELTS7.0 L7.5 R6.5 W6.0 S7.0（高 3 の 5 月） 

合格校：早稲田大学国際教養学部、青山学院大学英米文学科 

Q. LINGO の授業で特に印象に残ったことは？ 
私は以前に IELTSのテストは受けたことはありましたが、自分なりに勉強し 6.0

から 6.5 までしか伸びず、学校の休みを利用して 2 日間集中的に LINGO で一
から学ぶことができました。結果的に受講直後の試験では 7.0 を取ることがで
き、その点数を大学の AO 受験の際も提出しました。授業では試験の解き方や

学習方法まで教えてくださいました。特に配布された LINGO オリジナルプリ
ントは受講後の学習でも大変役に立ち、今でも重宝しております。 
 

Q. LINGO の授業を通して苦手を克服できたことは？ 
IELTS を受ける中で一番伸び悩んでいたのが Writing でした。受講する前の過
去 2 回のテストでは 5.5 以上を取ることができませんでした。しかし、IELTS

特有のグラフを説明するタスクでは、必要な用語をしっかり覚え、言い回しなど
を練習したことで最終的に 6.0 を取ることができました。Reading でも先に問題
をみて重要そうな用語に印をつける、などの解き方を教えて頂いたことで苦手

な Reading も点数を伸ばすことができました。 
 
Q. LINGO で勉強中の方へのアドバイスは？ 

LINGO に入って本当によかったと思っています。授業後は生徒一人一人の質問
にも答えてくださり、メールでも対応してくださいます。自分で参考書を使って
勉強することはもちろん可能ですが、ベテランの先生方だからこそ知っている

知識やノウハウを得られたことは本当にためになりました。単語テストや
Writing で学んだ表現は、テストだけでなく普段の学校等での学習にも役に立っ
たと思います。しかし一つ言えることは、授業に出るだけではダメだということ

です。先生に教えてもらったことを復習をすることは点数を伸ばす為には必要
だと思います。頑張った分だけ点数にも必ず表れます。それぞれの目標スコアに
向かって頑張ってください。 

 

 

リンゴ・エル・エル・シー 

TEL：0120-050-867 / 03-6279-4340 

Web：http://www.lingollc.com/ 

Mail：ryugaku@lingollc.com 

新宿駅南口・都庁前駅から徒歩 8 分（甲州街道沿い） 

当校ウェブ LINE 公式 

アカウント 



LINGO L.L.C.卒業生の TOEFL スコアと合格校 

J.M.さん 

高校：カナダ 
受講開始時期：12 年生の春休み 

受講前のスコア：TOEFL72 
受講内容：春期集中講座（4 日間） 
最終スコア：TOEFL86 R18 L20 S22 W26（12 年生の 5 月） 

合格校：青山学院大学文学部、学習院大学文学部 
 

Q. LINGO の授業で役に立ったことは？ 
TOEFL は確かに数をこなすことも大切なのですが、それ以上に各セクションに

合ったテクニックを使うことも大切だということを学びました。LINGO ではこ
ういったテクニックを身につけることができ、時間を無駄にせずに自分の目標
点数にたどり着けます。LINGO の授業は常に本番さながらの TOEFL の緊張感

を味わいながら受けることができ、とてもためになりました。LINGO に通わな
かったら TOEFL の点数を伸ばすことはできなかったと思います。本当にあり
がとうございました。 

S.O.さん 

高校：アメリカ 
受講開始時期：渡米前年の 4 月 
受講前のスコア：未受験 

受講内容：渡米前は週 1 回の通常講座、渡米後は集中講座など 
最終スコア：TOEFL106 R25 L28 S27 W26（卒業後の 6 月） 
合格校：慶應義塾大学経済学部 

 

Q. 苦労した分野と克服方法は？ 
苦手な Reading の点数が伸び悩んでいましたが、答えの導き方やコツなどを徹
底的に教えてもらったことで得点がしやすくなりました。また長文を読むこと

に慣れるために本や記事などを意識的に読むようにしました。また、暗記とア
ウトプットを繰り返すことで単語を増やして確実に点の取れる問題数を増やし
ていきました。Writing は LINGO で書き方を教わり、自分でも課題以外の文章

を書くことで、スペルや文法などの基礎的なミスに注意しつつ時間内で書ける
ように努力しました。 

N.T.さん 

高校：カナダ 

受講開始時期：11 年生の春休み 
受講前のスコア：TOEFL60 
受講内容：春期、夏期、年末集中講座 

最終スコア：TOEFL 100 R25 L25 S22 W28（12 年生の 5 月） 
合格校：早稲田大学国際教養学部、慶應義塾大学総合政策学部 
 

Q. LINGO の授業で特に印象に残ったことは？ 

LINGO の先生方は授業終了時間を過ぎても真っ先に教室を離れることなく生
徒１人１人の質問を聞いてくださります。毎回教えることに対しての熱意が伝
わり、私自身も学ぶことへの意欲が芽生えました。特に Writing の授業では複

雑に書いてよく文法を間違えていた私が、時間配分を考え、読み手が理解しや
すく高得点を狙える文章が書けるようになりました。受講中は自分の弱点を見
つけ、受講後も復習を続ける日々を重ねたら必ずスコアアップに繋がります。 

M.A.さん 

高校：カナダ 
受講開始時期：12 年生になる夏休み 
受講前のスコア：TOEFL86 

受講内容：夏期集中講座、春期集中講座 
最終スコア：TOEFL 106 R27 L28 S24 W27（12 年生の 4 月） 
合格校：慶應義塾大学総合政策学部（GIGA) 

早稲田大学社会科学部（TAISI） 
 

Q. 苦労した分野と克服方法は？ 
Reading、Writing が苦手で点数が伸び悩んでいた中、林先生の夏期授業と頻出
英単語 1700の単語帳を併用した勉強でReadingが飛躍的に伸びました。Writing

では授業以外にもメール添削を利用していましたが、文章の問題点だけではな
く、改善案や自分の間違いの傾向など詳しく書かれているため、納得する点数ま
で順調に上げることができました。個人の傾向をしっかりと把握して目標点数

までリードしてくれる LINGO には本当に感謝しています。 

I.F.さん 

高校：アメリカ 

受講開始時期：12 年生になる夏休み 
受講前のスコア：TOEFL93 
受講内容：夏期集中講座 

最終スコア：TOEFL100 R29 L28 S19 W24（12 年生前の 7 月） 
合格校：慶應義塾大学経済学部（PEARL） 
 

Q. LINGO の授業で役に立ったことは？ 

LINGO で短期の TOEFL の講習を受講しました。コースを受講した時は丁度
90 点代から抜け出せずにいたところでした。しかし、レベルの高い少人数クラ
スで密に教えて頂いた事でとうとう 90 点の壁を越え、100 到達することが出来

ました。特に僕は Writing が弱いのですが、毎回の授業で宿題の Writing を丁
寧に添削して頂けたのが点数アップに確実につながったと考えています。また
伸び悩んでいた Reading も分かりやすい解説のおかげで点数が伸びました。こ

れからは 110 点を目指して頑張ります。ありがとうございました。 

D.A.さん 

高校：アメリカ 
受講開始時期：高校卒業後の 3 月 

受講前のスコア：TOEFL68 
受講内容：通常講座（部分受講）や夏期集中講座 
最終スコア：TOEFL 92 R25 L22 S19 W26（卒業後の夏） 

合格校：早稲田大学商学部 
 

Q. LINGO の授業で役に立ったことは？ 
自分の目標であった 90 越えを達成することができ嬉しく思っています。何より

も Writing で大幅な改善ができ、これは各先生方による毎回の丁寧な添削のお
かげです。苦手な Reading に関しても、どこで点数を稼いでいくか、効果的な
時間配分についてなど、丁寧に教えてくださりました。私自身、帰国生入試のた

めに帰国後、LINGO で TOEFL 学習を再度始めましたが、実は最初は勉強方法
に懐疑的でした。というのもあまり問題数をこなさかったからです。今までの
私はネット上にある過去問を解くばかりで、なぜ間違えているのかに対しては

全く意識をしていませんでした。しかし LINGO に通ってからは、量よりも質、
なぜ間違えたのかをきちんと分析、復習することの大切さに気づかされました。
私のような短期しか留学していない帰国生は特に、TOEFL 対策にとても悩んで

いると思いますが、LINGO で指導する正しい勉強方法を続ければ、大幅なスコ
アアップが必ず出来ます。 

M.Y.さん 

高校：国内 

受講開始時期：高校 2 年生の 12 月 
受講前のスコア：TOEFL68 
受講内容：年末集中講座、通常講座 Course100、個人授業 

最終スコア：TOEFL 96 R24 L25 S23 W24（高校 3 年時） 
合格校：上智大学外国語学部英語学科（AO 入試） 
 

Q. LINGO の授業で役に立ったことは？ 

体験授業に伺った際、今まで自分が全く問いに答えていなかったことに気づい
た時の、あの衝撃は今でも覚えています。LINGO では、各セクションの解き方
を詳細に教えていただき、問題も解きやすくなりました。特に、私の一番の課

題は Reading スコアの向上だったので、LINGO で自分にあった解き方を見つ
け、答えの根拠を明確にする訓練をしました。目標スコアにはまだ届いていま
せんが、これからさらに勉強していく上での地盤を築くことができたと思いま

す。 

 


