■

中高一貫私立コース

（日本人教師）

中学高校一貫教育の私立校では、最初の5年間で一応の高校課程を終了するように
計画されています。、愛光中高、済美平成中高、新田青雲などの生徒さんには少人
数グループレッスンを行っています。個人指導もしていますが、気の合った友人と
のグループレッスンが経済的でもあり、若干の競争心も出て良い結果が出ていま
す。英語のプロにおまかせしませんか。
現在、愛光高生、済美平成高生、中学生がグループを、また愛光高生をはじめ多く
の中高生が個人指導を受けています。ご一緒に始めてみませんか？

グループ指導

人数

学年

時間／一回

回数

2人の場合

中学生／高校生

80分

4回／月

一人当り月謝

9,450円

3人の場合

中学生／高校生

80分

4回／月

一人当り月謝

8,400円

個人

学年

時間／一回

回数

授業料／一回

1人

中学生

50分

希望に合わせます

3,990円

1人

高校生

50分

希望に合わせます

4,200円

個人指導

・入学金
・資料代

月謝

5,250円 ・テキスト、ワークなどを使用する場合
グループ指導の場合、945円（半年間）

実費

上記、グループ指導、個人指導は中高一貫私立校だけに限ったものでは
ありませんので、どの学校であっても同様に対応させていただきます。

岡山大学医学部（医）合格
（１）センター試験

I男（松山東高現役）

東京大学文III合格

A男（松山東高現役）

センター試験はその形式に慣れるこ

始めの頃にはどうにもならないように

とが最も重要だと僕は思います。一つ一つ問題をじっくりと

思えた英作文も、添削を繰り返すうちに

吟味していては時間がなくなるので、時間配分も自分のもの
にしていなければ高得点は望めません。慣れていなければ二
次試験よりも点の取りにくい試験だと思います。僕は英語ア
カデミーのセンター対策を受け、ひたすらセンター形式の問
題を解くことで、受講前140点台だったところを本番では
180点以上を取ることが出来ました。リスニングについても
同様に慣れが大切です。英語はずっと聞いていない期間が続
くと、いざリスニングをしようとしてもなかなか頭に入りま
せん。
（２）2次試験

2次試験は各大学によってさまざまな特

色がありますが、僕の受けた大学では英作文がとても重要で
した。しかし英作文は自分でかいたものを自分で採点する
と、間違いを見つけ出しにくくなってしまいがちです。英語
アカデミーでは、授業の中で英作文の練習があるうえに、自
由英作文の宿題があります。これは英語アカデミーに提出す
ると外国人先生に採点していただけるというもので、大変勉
強になりました。もちろん英作文以外に力を入れたい人は宿

形になっていきました。やはりネイティブ
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の先生に目を通して頂けたことが大きかっ
たと思います。精度・スピード共に上がり、
試験の際も自信を持って素早く書き上げる
ことができました。入試で自分にとって武器となる教科が一
つでもあるととても有利だと思います。私にとって英語がそ
うだと言えるようになったのは英語アカデミーのおかげで
す。
島根医科大（医）合格

C子（松山東高現役）

アカデミーの「センター対策」を受講して良かったと思う
のは、自信がついたことです。問題量の割には短い試験時
間、たまに変わる問題形式などの不安要素を全て取り除くこ
とができ、本番では落ち着いて取り組むことができました。
授業で配布される単語のプリントを繰り返しチェックし、瞬
間英文法で文法事項を楽しく覚え、時間を計って本番のよう
に問題を解けば大丈夫だと思います。

題を無理にしなくてもよく、自分に合った勉強が出来ると思
います。あとはひたすら本試験と同じ形式の問題、例えば赤

愛媛大学法文学部合格

本とかオープン試験の過去問題を解きました。自分の受ける

私が苦手な文法は、アカデミーのコンパクトにまとめてあ

S子（松山南高現役）

大学の問題形式は、慣れていれば解きやすさも格段に違うと

るプリントの方が効率も良く、いいと思います。長文はとに

思います。

かくたくさん読むことが必要です。ここでは速読が役に立ち
ました。試験は時間との勝負なので、少しでも速く正確に読

愛媛大学教育学部合格

E子（松山中央高現役）

センター直前講習では、時間配分を決めて問題を

めた人の勝ちです。私は１日１題以上読むことを目標にやっ
ていましたが、それによって力が付いたと感じました。

解いたり、模擬テストをしたりするのが主な内容。センター
試験で一番重要なのは、時間配分。英語アカデミーで何度も

広島大学教育学部合格

時間を決めて問題を解いていたおかげで、時間の感覚が身に

アカデミーでは授業のいろいろな所で問題を解く「コツ」

R子（松山東高現役）

つき、本番でも見直しの時間を十分にとることができまし

を教えてくれます。これを全部聞いていたら、180点どころ

た。英単語を徹底して何度もくりかえし勉強していたおかげ

か190点も夢ではないと思います。

で、スムーズに文を読めました。

大学受験英語（高校生、高卒生、社会人）
最近特に効果を上げているのが大学受験高3クラスです。秋からの追込みセンタ
ー英語でも、3か月半で200点満点中50点以上も伸ばす生徒がたくさん出ていま
す。2011年1月実施の「センター英語」でも昨年より平均点で4.6点上がり122.78
点となりましたが、高校3年20名足らずのクラスで180点（9割）以上の生徒が5
人も出ています。過去問題の検証に基づいたアカデミーメソッドにより、英語力
を高めるコツを要領よくマスターしてもらうからです。英語に王道はありません
が、受験英語の勉強方法は確かにあります。さあ、一緒にがんばりましょう！

■大学受験
クラス

忙しい高校生が限られた期間で入試に対応するためには要領も必要。確実な構文の
把握方法、難解部分は書いて訳してみる、頭からいきなり理解してゆく速読法、整
序、文法などそれぞれにコツがあります。もちろん単熟語力の地道な努力も必要で
す。毎回5分単語テストを行い、猛烈に覚え込み頭に定着させます。高校1年2年の
早い時期に始めて、上の段階へ進みましょう。必ず英語は得意になりますよ。
場所

クラス名
高３センター英語A

時間
月と木 5:15~7:15pm

期間
9月~12月

高３センター英語B

水と金 7:00~9:00pm

9月~12月

火 7:00~9:00pm

9月~12月

高３難関大学読解
一番町校

高３リスニング

相談の上

高３入試単語速習

相談の上

個人対応
個人対応

高３入試自由作文

相談の上

外国人対応

センター直前模試練習

8回（試験形式）

12月末~1月半ば

難関国公立大学2次対策
愛媛大学2次対策

お問合せ下さい/週2回
お問合せ下さい/週2回

1月半ば~2月半ば
1月半ば~2月半ば

変更することもありますので、受付までお問合せください。
・月 謝 高3センター（週2回）18,690円（税込）、難関大学読解 12,600円（税込）
・テキスト資料代 約2,000円（4か月まとめて実費）
・センター直前模試練習 28,600円（税込）、難関国公立大2次対策 21,000円（税込）
愛媛大2次対策 21,000円（税込）

お茶の水大文学部 A子（松山東高現役）
私が一番単語を覚えられたのは、授業
の最初に毎日行われる単語チェックで
す。一日に百個の単語を覚え、次の日に
ちゃんと覚えているかどうかテストを
し、間違えた単語はその次の日に新たに
覚えた百個と一緒にもう一度テストする
というものです。一回ではなかなか覚え
られなかった単語も、一週間続けること
で覚えられるようになりました。
奈良女子大文学部 N子（松山南高現役）
もし、「センター対策」をアカデミー
で受講しなかったらと思うとゾッとしま
す。最近のセンター試験は傾向が変わっ
てきましたが、精神的にゆとりをもって
落ち着いて受験することができたのは、
アカデミーでやったセンター対策直前講
座のおかげです。

愛大医学部（医） K男（松山東現役）
英語アカデミーでは少人数で、集中して取り
組め、何より最大のメリットは、問題形式に慣
れることで解答所要時間が大幅に短縮され、長
文に臨む時間がより多くとれるようになったこ
とです。それまでの僕は常に時間が不足しみす
みす点を失っている状態でした。
愛大総合政策 H男（松山南高現役）
僕は英語が苦手でしたが、センター対策では
配点の高い所を間違わないように読み取り方な
ど教えてもらいました。二次用の勉強もしっか
り出来、単語は初めからやっている単語表のプ
リントで勉強し、英作文は自分で書いた文をア
カデミーの外国人の先生が添削してくれるの
で、文の誤りや、他の書き方がわかりました。
結果、自己採点八割弱という良い成績を取るこ
とが出来、本当にアカデミーさまさまでした。

東京大学理II H子（済美平成高現役）
東大は問題形式が独特だったの
で、慣れも必要だと思い、先生が用
意してくださる東大模試や赤本の過
去問を授業でしました。また自由英
作文は校長先生に添削していただく
ことで、ネイティブの先生からみた
自分の単語の使い方や文法の間違い
に気付くことができました。1年間
で本当に多くの問題を用意してもら
えたおかげで入試ではあせらず淡々
と解答を進められました。なかなか
伸びずにしんどい時もあると思いま
すが、最後まで
自分を信じて
あげて下さい。
応援しています。

先輩たちは現役で
北大、筑波大、東大、東京医科歯科大、東京芸術大、東京外国語大、一橋、お茶大、京大(含医)、阪大、大阪外国語大、
神戸市外大、奈良女、岡大、広大、島根医大、愛大(含医)、香川大、高知医大、産業医大、九大、九工大、早大、慶應、
上智、東京女医大、東京女大、青山、中央、立教、明治、南山大、関学、関大、同志社、立命、松大など多数合格



H子（松山大学

法学部法学科4年）

大学院合格手記

広島大学大学院社会科学研究科法政システム専攻博士課程前期（一般入試）合格
愛媛大学大学院法文学研究科総合法政策専攻修士課程（一般入試）合格
7ヶ月間お世話になりました。高校時代から受験に必要な英語については苦手でした。
法律科目を専攻とし院で研究をするためには、法律を英語で読む外国書講読をする力が
必要になってきます。自分独自で文献を見つけ出して英語に取り組むことには少し難がありました。英語ア
カデミーの田中先生が法律学、政治学系の研究に詳しいため、私が受験英語が苦手で、しかもその英語で書
かれている内容が法律内容という状況を踏まえて授業をしていただけました。まず最初2,3ヶ月間は高校時
代の英語構文やイディオムをしっかりと理解し直すことから始めました。大学の授業でも英語は必須科目で
すが、構文を意識して読み進めるような授業ではないのでとても新鮮でした。ひと通り構文をチェックした
後、実際に過去問をあらゆる大学院から入手して解いていきました。最初は判例を英語で読んだり、法律の
専門用語は英語ではこのように言い表すのかなど、何もかもが新しくてかなり抵抗がありました。内容を理
解して要約したり、和訳して答えるため、1問解くのにも最初は何時間も奮闘しました。そこで、田中先生
はインターネット上の記事や文献を参考に提示して、法律学、政治学上の経緯や背景までも説明していただ
きました。毎回単に英語を読むということではなく、そのような解説を含めた授業を受けることによって、
法律の内容でも英語で読み進める時間も、次第に速くなっていきました。また日本以外の法律の動向を知る
上で、必要なのは、やはり英語であるんだなあと感じました。
これから2年間大学院での研究活動に必要であるし、自分の研究テーマ範囲について多岐にわたる視野を
持つことができるきっかけの一つになったと思います。英語アカデミーには大変お世話になり、ありがとう
ございました。

語学研修派遣
英語・中国語・韓国語

企業内あるいはさまざまな学校（幼稚園含む）での語学研修、また団体やサ
ークルなどで英語、中国語、韓国語研修が必要な場合にはこの研修派遣制度
をご利用下さい。長年にわたり約70社（団体、学校）で派遣の経験がある
当校が、お客様の目的に即した最適の語学研修方法をご提案させていただき
ます。

研修コースの担当者からご相談
（1）どの水準の語学力をどれぐらいの期間で必要
とするか？
（2）特に重点を置きたい点は何か、経営戦略上何
が必要なのか？

定期授業
ご希望に応じてTOEIC
（模擬テスト）
あるいは面接を実施

コース内容の決定
(a)目的、(b)時間、(c)期間、(d)人数、
(e)テキスト選定、(f)評価方法など

成果確認のための模擬テスト実施
終了、または継続を決定

（現在、松山市地元の大手メーカー、東温市や西条の大手メーカーさん
なども外国人による英語研修をしています）

業務サービス
英語アカデミー｢翻訳部｣ならびに「英文校正」では30年にわたり、世界のお客様を対象に
｢翻訳｣という仕事を通して強い絆と信頼をいただいています。お客様には企業、大学、学
術機関、研究機関、医療機関、国、地方自治体、個人のお客様にいたるまで幅広く、また
日英、英日翻訳内容も多岐にわたっています。ハーバード大学大学院卒のマリン・バーチ
が責任を持って英語最終校正を行っていますので英文についてはご安心下さい。
（愛大工学部などでは20年余も英語論文校正のお手伝いをさせていただいています）
ビジネス全般 ホテル、旅行業、飲食業、製造業(製紙、水質関連、柑橘など)、金融、
石油化学、海運造船業、TV番組、バス協会、ホームページ英訳、観光パンフレット
大学学術 愛大、岡大、阪大、京大、東大など（医学部、工学部、理学部など）
医療関係、研究機関報告書
国、地方自治体 自治体ホームページ、県勢要覧、市勢要覧、観光ガイド、警察本部
戸籍など法的書類 個人、裁判所、市役所、公証人役場
ホームページ英訳、個人的手紙など
（種類によって価格も異なりますので一度ご相談下さい

くわしくは
www.

e8686.jp

「英文チェック校正」
「早い翻訳サービス」
をご覧下さい

翻

訳

英文校正

日本文(400字）→英文 3,400円~
英語→日本語 英語1ワードにつき
英語1ワードにつき

9円~

9円~

