通信添削一覧
[大学受験編]
コース名
A. 英語 essay

B. 英文和訳

受講要領

・問題文を読み設問（2～3）に答え、メールで送信。 1 ターム 8 課題
・最後の設問に essay 形式で答え、メールで送信。

￥28,000

・単語テスト（問題文中の単語）をメールで送信。

*（約 3 か月）

・問題文を読み、指定箇所を和訳してメールで送信。 1 ターム 8 課題
・問題文の内容を問う質問に答えて、メールで送信。

C. 英語長文

費用

￥28,000

・単語テスト（問題文中の単語）をメールで送信。

*（約 3 か月）

・問題文を読み文中の質問に答え、メールで送信。

1 ターム 8 課題

・文章の内容を問う設問に答え、メールで送信。
・単語テスト（問題文中の単語）をメールで送信。

￥28,000
*（約 3 か月）

 期限は設けませんが、1 ターム約 3 か月を見込んでいます。
 送信いただいたのち、解答・解説・添削を返信します。質問は何度でも可。
＊各コースの目的
A. 英語 essay

英文を正確に読み取り、自分の意見を英文で発信する力を付けます。同
時に考える力を養います。それを可能にする高度な語彙力を付けます。

B. 英文和訳

アバウトでなく、正確に英文を読む力を付けます（同時に日本語の文章
力が付きます）
。それを可能にする高度な語彙力を習得します。

C. 英語長文

英語を武器にできる地力を付けます。慶應 SFC 入試問題（一般）に慣
れます。高度な語彙力と読解力を養います。

＊各コースのターゲット校
A. 英語 essay

早稲田国際教養学部（AO）、上智外国語学部英語・文学部英米文（帰国・
公募）
、立教（GLAP）
、青山学院文学部英米文（自己推薦）等々

B. 英文和訳

上智外国語学部英語・文学部英米文（帰国・公募）
、国立大 2 次等々

C. 英語長文

慶應 SFC（一般）
、早稲田国際教養学部（AO）
、立教（GLAP）
、中央法
学部（英語運用）、慶應・早稲田・ICU・上智（一般）等々

 教材に使用している主な入試問題出題校となります。
＊各コースとも sample を用意しています。興味がある方はお知らせください。

[中高受験編]
コース名

受講要領

D. 中 学 受 験 英 語 ・英文を読み設問（2～3）に答え、メールで送信。
essay

・最後の設問に essay 形式で答え、メールで送信。

vocabulary

・単語 or idiom 問題に答え、メールで送信。

idiom

・単語 or idiom テストに答え、メールで送信。

E. 高 校 受 験 英 語 ・英文を読み設問（2～3）に答え、メールで送信。
essay

・最後の設問に essay 形式で答え、メールで送信。

vocabulary

・単語 or idiom 問題に答え、メールで送信。

idiom

・単語 or idiom テストに答え、メールで送信。

費用
1 ターム 8 課題
￥28,000
*（約 3 か月）
1 ターム 8 課題
￥28,000
*（約 3 か月）

 受講前に英語力をうかがいます。英語力によって内容が（難易度）が異なります。
 送信いただいたのち、解答・解説・添削を返信します。質問は何度でも可。
＊各コースの目的
D. 中学受験

英文を正確に読み取り、自分の意見を英文で発信する力を付けます。
同時に考える力を養います。
それを可能にする単語力（含む idiom）を付けます。

E. 高校受験

英文を正確に読み取り、自分の意見を英文で発信する力を付けます。
同時に考える力を養います。
それを可能にする単語力（含む idiom）を付けます。

＊ターゲット校
D. 中学受験

慶應湘南藤沢、渋谷教育学園渋谷、渋谷教育学園幕張、頌栄、広尾等々

E. 高校受験

都立国際高校帰国・IB、慶應湘南藤沢、渋谷教育学園幕張、広尾等々

[学芸大国際中等英語編]
コース名
F. 学芸国際英語

受講要領

受講料

・問題文や DATA を読み設問に答え、メールで送信。 1 ターム 8 課題
・最後の設問に essay 形式で答え、メールで送信。

￥28,000

・essay sample を参照する。

*（約 3 か月）

 期限は設けませんが、1 ターム約 3 か月を見込んでいます。
 受講前に英語力をうかがいます。英語力によって内容が（難易度）が異なります。
 送信いただいたのち、解答・解説・添削を返信します。質問は何度でも可。
＊目的
学芸国際中等入試の過去問題や予想問題を練習し、英語作文問題で高得点を狙う。

[英検編]
コース名
G. 英検 1 級

受講要領
・単語と定義のマッチ問題に答え、メールで送信。
・単語テストに答え、メールで送信。

H. 英検準 1 級

受講料
1 ターム 10 課題
￥35,000

・writing 課題に答え、メールで送信。

*（約 3 か月）

・単語と定義のマッチ問題に答え、メールで送信。

1 ターム 10 課題

・単語テストに答え、メールで送信。
・writing 課題に答え、メールで送信。

￥30,000
*（約 3 か月）

 期限は設けませんが、1 ターム約 3 か月を見込んでいます。
 送信いただいたのち、解答・解説・添削を返信します。質問は何度でも可。
＊各コースの目的
G. 英検 1 級

単語と writing に絞って特訓。過去に出題された単語をマスター。過去の
課題や予想課題の練習で、essay での高得点を狙う。

H. 英検準 1 級

単語と writing に絞って特訓。過去に出題された単語をマスター。過去の
課題や予想課題の練習で、essay での高得点を狙う。

[TOEFL 編]
I.

TOEFL 100

・単語と定義のマッチ問題に答え、メールで送信。
・単語テストに答え、メールで送信。
・essay 課題に答え、メールで送信。
・reading 問題に答え、メールで送信。

J. TOEFL 90

・単語と定義のマッチ問題に答え、メールで送信。
・単語テストに答え、メールで送信。
・essay 課題に答え、メールで送信。
・reading 問題に答え、メールで送信。

1 ターム 8 課題
￥28,000
*（約 3 か月）
1 ターム 8 課題
￥28,000
*（約 3 か月）

 期限は設けませんが、1 ターム約 3 か月を見込んでいます。
 送信いただいたのち、解答・解説・添削を返信します。質問は何度でも可。
＊各コースの目的
I.

TOEFL 100

自分では勉強しにくい Vocabulary, Essay,を徹底的に特訓。Reading は
問題量をこなす。100 up を狙う。

J. TOEFL 90

自分では勉強しにくい Vocabulary, Essay,を徹底的に特訓。Reading は
問題量をこなす。90 up を狙う。

受講生特典（全コース）
 LEO 内部生同様、出願に必要な「志望動機」作成のヘルプを受けることができます。
 2 ターム以上受講の人は、各講習（春期・夏期・冬期）を内部生料金で受講できます。

