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■小学生〜一般対象■

英検 対策コース
®

小学生の間に英検 3級の取得を目指そう！
®

MLSの生徒は、一次試験のリスニングテスト、3級以上の二次試験の面接は、ほとんど準備を
しなくても高い点数を取ることが可能です。しかし小学生の場合、一次試験の筆記試験は、少し
だけ対策が必要です。すでに知っている単語を読む力をつけるだけで、合格の可能性が大幅に
アップします。

英検を取得して、自信をつけてみませんか？
中学に入学後は、クラブ活動の試合の日と英検の受験日が重なるなど、受験のチャンスがなく
なってしまうケースもあります。小学生のうちから準備をなさることをお薦めいたします。

一次試験 対策コース

二次試験 対策コース
3級以上の二次試験（口頭試問）の対策を行います

過去問を解きながら試験自体に慣れ、一人ひとりの弱点を克服していきます

¥31,020
個別指導（2名）
¥22,890
少人数指導（3名以上） ¥18,660

会員以外 ¥34,710

¥51,700
個別指導（2名）
¥36,300
少人数指導（3名以上） ¥24,450

会員以外 ¥57,850

完全個別指導（1名）

5級対象
90分×3回

会員以外 ¥25,620

会員以外 ¥20,910

完全個別指導（1名）

4級〜1級対象
90分×5回

会員以外 ¥40,600

会員以外 ¥27,400

3級対象

90分×1回

¥10,340

2級・準2級

90分×2回

対象

90分×3回

¥20,680
¥31,020

※別途、登録教材費として¥2,610を申し受けます。
※開講後のキャンセルは致しかねます。
※二次試験は、MLSでは受験できません。各自で英検
協会にお申し込みいただく形になります。

※別途、登録教材費として¥2,610を申し受けます。
※長期で対策ご希望の方へは、8回、10回、15回のコースも設定可能です。
※クラス開講日7営業日前を過ぎてからキャンセルされた場合は、キャンセル料¥3,000を
申し受けます。
※開講後のキャンセルは致しかねます。
※上記金額に検定料は含まれておりません。

講師のミッションは
全員合格！

※金額は、全て消費税を含んでおります。

2020年度 英検 実施スケジュール
®

検定日

対策コース申込締切

5月31
日㈰
4月24日㈮
4月17日㈮
一次試験は終了しました

第1回

英検®

受験申込締切

第2回

10月11日㈰

9月4日㈮

8月28日㈮

第3回

2021年1月24日㈰

12月4日㈮

11月27日㈮

対策コース受講者の声
3

※英検を公開会場で受験される際は、各自、書店、インターネットなどでお申し
込みください。
※左記の受験申込締切日はMLSでの受験申込締切日です。
※左記は2020年7月3日㈮時点でのスケジュールとなります。予告なく変更され
る場合がございます。予めご了承ください。

英検対策コースは、少人数指導で実践的な問題演習を短期集中して行います。
保護者様からも大変ご好評いただいております。
この機会にご受講ください。

5

横浜スタジオ
級受講 小
知っている言葉が読めるようになって、嬉しかった。
2次面接の練習がとても楽しかったので、本番も緊張せずにすみました。
自由が丘スタジオ

※英検はMLS会員のみを対象に、横浜スタジオ（5 級〜2 級）、自由が丘スタジ
オ（受験級は毎回変わります）で実施しております。MLS会員以外の方の受
験は、対策コース受講が条件となります。

4級受講 小5

5

2

吉祥寺スタジオ
級受講 小
英検5級を受け合格したら、英語の勉強が楽しくなってきた。
次は4級にトライします！
代々木スタジオ 準2級受講

小5

先生との1対1のコースで仲良くなれて、楽しい授業でした。

単語や表現をたくさん教えてもらい、学校の勉強にも役立ちました。

5

たまプラーザスタジオ
級受講 小 の保護者
今まで学んできたことをまとめる学習ができて良かったです。本人
もやる気満々で通っていました。

1

大泉学園スタジオ
級受講 小 の保護者
コースを取ったら家でも積極的に学習するようになりました。子供の実力は
なかなか分かりにくかったので、
テスト結果は良い目安になりました。

5

1

英検3級以上取得の方からお勧めです

TOEIC IP / TOEIC Bridge / TOEFL Jr.
※IP : Institutional Program

※TOEICへの架け橋になるテスト

すでに大手企業などでは、日本でも「英語が公用語」の時代。就職・受験などでTOEICなどの
公的な検定のスコアが改めて評価されている中、MLSでも検定対策コースを始めました。

TOEICとは?

TOEFLとは?

世界90ヶ国で年間約500万人が受験する国際コミュ
ニケーション英語能力テスト。日本では、大学や短大の
推薦入学・単位認定や、就職時の採用基準、企業におけ
る昇進昇格の要件として幅広く活用されている。

英語を母語としない人を対象とした、大学教養レベ
ルの英語運用能力を推定する世界共通のテスト。世界
180ヵ国で年間約100万人が受験。英語圏の大学に留
学するために必要なテストです。

「TOEFL
TOEICやTOEFL受験はまだ早いという方向けに、中高生を対象にした「TOEIC Bridge」
Jr.」という受験準備として最適な試験があります。

TOEICスコアが450点以下初級中級学習者
英検３級取得者にお勧めします。

100問 60分

126問 115分

180点中150点取得したら、 900点中800点以上取得したら、
IP受験をお勧めします。
TOEFL受験をお勧めします。

MLSのTOEIC･TOEFL対策コース
個人指導コース
TOEIC Bridge / TOEFL Jr.
TOEIC IP

90分×3日
150分×3日

MLS会員のみ
¥31,020（税込）
¥51,700（税込）

2020年度検定日
TOEIC IP･Bridge
2020年 8月30日㈰
11月29日㈰
2021年 3月28日㈰

TOEFL/TOEFL Jr.
2020年 8月30日㈰
2021年 3月28日㈰

※別途、登録教材費¥2,610を申し受けます。
■ MLS横浜スタジオにて受験いただけます ■
※クラス開講日7営業日前を過ぎてからキャンセルされた場合、
※キャンセル料¥3,000を申し受けます。
開講後のキャンセルは致しかねます。
13:00 Bridge
13:00 TOEFL Jr.
※上記の料金には、検定料は含まれておりません。
15:00 TOEIC IP
15:00 TOEFL
※グループレッスンについては、MLS本部までお問い合わせください。
※団体受験のため、ご参加いただけるのは会員さまのみとなります。
会員以外の方には「入会金」が必要となりますが、今なら入会金半額免除!!

● MLS在校生・卒業生も、続々と好結果を残しています!! ●
※TOEICは「990点満点」で、730点以上で「どんな状況でも適切なコミュニケーションができる素地を備えている」と言われています。

2歳の終わりのころからＭＬＳを始めました。特
に「ＴＯＥＩＣのための勉強」というものはせず、先
生が用意して下さった長文をたくさん読み、分か
らない単語を調べていくといったごく普通の勉強
法でしたが、無事目標の800点をクリア！ 今年は
900点目指してがんばります！

留学したことはありませんが、幼い頃からMLS
にて英語に触れていたので、speaking, hearing
を友人のアメリカの方に上手だねと言われた経験
があります。TOEICの問題ではlisteningや日常
的会話問題もあり、ここの分野が得意であるの
は、MLSのおかげだと思っております。

山本 愛さん（大学1年生）820点

奥山 哲史さん（大学3年生）805点

MLSには２歳の頃から通い始め、生の英語とい
うものに長い間触れることができました。多くの
ことを学びましたが、中でもリスニングの力をつけ
ら れ たことは 今 でもとても 役 立っています 。
TOEICでは、幼いころから培ったリスニングの力
を使い、
いい点を取ることもできました。

TOEICではいつもリスニング・セクションで点
数を稼いでいます ( 笑 ) それが出来るのも、3 歳
からMLSで毎週英会話に触れていたからだと実
感しています。45分間のリスニング中は英語を聞
いているのが苦ではなく、ネイティブの英語にも
耳が慣れているので戸惑う事もありません。

相澤 太郎さん（大学4年生）810点

野宮 しのぶさん（大学4年生）810点

お問い合わせ・お申し込みはMLS本部まで

☎03
3320
1553
151-0053
2-31-8
〒
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