留 学 試 験 対 策 専 門 校 LINGO L.L.C.

TOEFL® Test・IELTS・SAT®
2021 年 8 月 夏期集中講座
試験を熟知した日本人講師が丁寧にお教えします。
当校は、少人数クラスによる実践的な TOEFL/IELTS 対策講座で定評を頂いております。
日本人講師が分かりやすく解説し、質の高い授業でスコアアップに必ず繋がる対策法をお伝えしています！

「オンライン（Zoom）」 または 「教室」 の受講選択が可能！
※新型コロナウィルス蔓延防止策として、教室受講は 6 名までの予定です。

●ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ®対策
コース名 (対象者)
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ターム 2: ８月９日（月）～１３日（金）
＊11 日(水)休講

(未受験～TOEFL iBT 70 点未満の方)

ターム 2: ８月９日（月）～１３日（金）

ＴＯＥＦＬ® Ｃｏｕｒｓｅ １００
(TOEFL iBT 70 点以上の方 *RL18 以上)

ＴＯＥＦＬ® Ｃｏｕｒｓｅ １００ オンライン
海外で検疫期間中の方もご受講頂けます

ＴＯＥＦＬ® Ｓｐｅａｋｉｎｇ ２３
(TOEFL Speaking セクション 15 点以上の方)

ＴＯＥＦＬ® Ｓｐｅａｋｉｎｇ ２３ 一日集中
(TOEFL Speaking セクション 15 点以上の方)

＊11 日(水)休講

ターム 3: ８月１７日（火）～２０日（金）
８月２４日（火）～９月４日（土）
＊週 5 回(火水木金土)×2 週間
上記以外に５５分の個別セッション２回あり
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●ＩＥＬＴＳ対策
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ターム 2: ８月９日（月）～１３日（金）
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ＩＥＬＴＳ Ｃｏｕｒｓｅ ６．５
(未受験～IELTS Overall 6.0 程度の方)

ＩＥＬＴＳ Ｃｏｕｒｓｅ ７．５
(IELTS Speaking セクション 6.0～6.5 の方)
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ターム 3: ８月１７日（火）～２０日（金）
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￥１１,０００

￥６２,０００

＊11 日(水)休講

(IELTS Overall 6.5 以上の方)

ＩＥＬＴＳ Ｓｐｅａｋｉｎｇ ７．０ 一日集中

１１:００～１５:３０（４.５ｈ）

８月１４日（土）
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●SAT®対策
コース名 (対象者)
ＳＡＴ® Ｒｅａｄｉｎｇ ６５０
(未受験～SAT Reading 600 点未満の方)

日

程

ターム 1: ８月３日（火）～６日（金）

※

無料体験レッスン・ガイダンス

無料レベルチェックテスト

各体験レッスンでは、当校試験対策の一端をお見せし
ます。ガイダンスでは、未受験者の方を対象に各試験
の概要等を詳しくお伝えしていきます。

IELTS や TOEFL の Reading と Listening の問題を解い
て、現在の実力を計ることができます。終了後は個別カウ
ンセリングもお受けします。営業時間内で随時受付中！

▶お問い合わせ・お申し込み先は裏面をご覧ください。

留学試験対策専門校

LINGO L.L.C. の講座の特長
確かな開講実績と実践的な教授法
20 年以上の開講実績を通して蓄積した独自の解法ノウハウをカリキュラムに反映。講師は、定期的に本試験を受験
しており、絶えず問題傾向を研究することで、各設問の正確な出題意図とその効果的な対処法を的確に教え込みます。
また、当校では、試験対策で解き方を学ぶには日本語による説明の方が効率がよいと考えています。Reading や
Listening では文の意味を分かりやすく解説し、Writing や Speaking では内容・文法的に何を直すべきかをお伝えします。

信頼の総合講座
実践的な３セクション総合講座(Reading/Listening/Writing)です。毎回の授業の中で各セクションを有機的に
結びつけながら受講生の英語運用力をバランス良く強化し、目標スコアへ最短距離で導きます。
アウトプット(Writing や Speaking)では構成や表現をお教えし、日本人が作成した真似しやすいサンプル答案も配布します。
また、外国人講師には見抜けない日本人独特の誤りを、添削や口述指導で丁寧に修正します。

少人数制・レベル別クラス
定員 6～10 名の少人数制クラスで、受講生が陥る盲点を常に注意深く確認しながら授業を展開します。講座はレベル別に
なっており、現在の実力に合うクラスを選べます。初級者向けのクラスでは本試験よりもやや易しい問題も使いながら
ゆっくり説明します。日本人講師が皆様のスコアアップをしっかりサポートします。

納得の Writing 添削
グループレッスンでも個別添削が受けられます。ほぼ毎回の授業で担当講師自らが添削および採点を実施しています。
また、各セクションに関連する表現集や例文集なども充実しており、必要に応じて授業で配布します。

充実のサポート体制
授業を欠席される場合は、録音音源（無料）または補講（有料）によるサポートを実施します。また、自宅学習中の質問はメー
ルにて随時受付、講座修了後もメールや電話・ご来校によるカウンセリングで目標達成まで丁寧にサポートします。

-------------------------------------------------------------

通常講座も開講中！
グループレッスン

プライベートレッスン

毎週 1 回×8～10 週の講座。毎週の授業に合わせて予
習・復習をすることで、総合的に力をつけられます。
入学金：\22,000 受講料：Web サイトよりご確認ください。

ご希望に合わせて各種試験対策をマンツーマンで行いま
す。1 回 2 時間以上からお受けしております。
入学金：\22,000 受講料：\13,300/1 時間

お問合せ・お申込み先
講座についての不明点やご質問がございましたら、メールやお電話でお気軽にお問合せください。

リンゴ・エル・エル・シー
TEL：0120-050-867 / 03-6279-4340
Web：https://www.lingollc.com/ Mail：ryugaku@lingollc.com
新宿駅南口・都庁前駅から徒歩約 8 分（甲州街道沿い）
営業時間：12～20 時（月曜・祝日）

当校ウェブ

LINE 公式
アカウント

Facebook

Instagram

