
「英語がまずまず出来る」ではなく、客観的に英語⼒を測定
するのがTOEIC（トーイック）試験です。受験、⼤学での英
語クラス分け、就職、あるいは昇進のため、⽇本で年間227万
⼈もが受験する最⼤の英語テストで定評のある試験です。

TOEICコース

TOEIC 600点突破講座
200点〜400点レベル対象の基礎クラスで、600点超を⽬指します。TOIECテストは形式に
慣れさえすれば約100点近く上がる事がありますので、とにかくテスト形式に慣れ、⽂法、
語い、読解、リスニングも基礎から確実に固めていきます。ぜひご参加下さい。

校名 クラス名 曜日・時間 回数

一番町校 TOEIC600点突破講座 ⼟ 10:00am〜12:00 13回（26時間）

  2018年　　年３回開講（各13回） 

1期 2018年4⽉開講：2018年4⽉14⽇〜7⽉21⽇の毎⼟曜⽇　( 5/5, 6/23は休み） 
2期 2018年8⽉開講：2018年8⽉4⽇〜11⽉17⽇の毎⼟曜⽇　(8/11, 9/22, 11/3は休み） 
3期 2018年12⽉開講：2018年12⽉4⽇〜3⽉16⽇の毎⼟曜⽇　(12/22, 290, 2/23は休み） 

・受講資格 どなたでも受講出来ます（TOEIC点数は関係ありません） 
・授業料  （TOEIC IPテスト1回分を含みます）（すべて税別表⽰です） 
 •⼀括払い 37,000円（税別） 13回レッスン分 
 •分割払い 10,000円（税別） 毎⽉X4回払い  
               ⼝座引き落としとなります 
・テキスト代 テキスト（実費） 

 新TOEICテスト英単語熟語マスタリー2000 1,300円（税別） 

就職活動に活かせるTOEIC　　大学３年生（女） 

私は大学２年の頃から漠然と外資系会社か航空関係の会社に行ければと考えていました。しか
し大学でTOEIC受験を強く勧められ、公開テストを受けてみると492点しかありませんでした。英
語が好きな私にとっては正直言ってショックでした。調べてみると東京の私大などの学生は
TOEIC800点〜900点程度の資格をもって大手商社へ就活していると聞き、驚きでした。同じ人
間ですのでやれば出来ると思い、資格としてTOEIC800点を獲得する、と決意しました。それから
アカデミーの４か月講座を受講。単語テストも毎回出され、知っていたつもりの単語を本当には
知らなかったことがわかりました。先生にも励まされ続けられたことで、何とか800点台の単語まで
は覚え切りました。リスニングでは、映画やテレビなどのリスニングもいいのでしょうが、私は徹底
してTOEICテストのリスニングを繰り返し繰り返し聞きました。点数は現在729点まで伸びました
が、まだ800点には達していません。ぜひ800点まで獲得してぜひ英語が使える企業を狙いたい
と一人静かに思っています。

トーイック

途中入会もOK
講座期間中であればいつでも入学できます。お気軽に！ 
途中から入会された場合、13回目のあと次回コースへ続けていただき、 
全部で13回を修了した時点で終わりとなります。

TOEIC IPテスト（団体特別受験制度）
英語アカデミー主催で年3回を予定しています2018年度 

6月16日（土）、10月20日（土）、
2019年2月16日（土）

受験料：4,600円／1回（税別）

TOEIC 個人レッスン/グループ（⽇本教師）
点数を上げたい、基礎から学びたい、リスニングを強化したい、苦⼿の読解を克
服したい、700点以上の⾼得点を狙いたい⼈のための個⼈レッスンです。⽬標スコ
ア設定し、どの本をどのように進めていくかを決めます。「あなた⼀⼈の授業」
なので効果が違います。 ・個   ⼈ 50分 4,000円（すべて税別表示です） 

・2⼈グループ 50分 2,800円（⼀⼈当り）
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（すべて税別表⽰です）



・授業料＋資料代  外部⽣ アカデミー⽣ 
    2級+プレ  28,000円 25,500円  
  準2級、3級    25,100円 22,700円  
     （全クラスとも⼊学⾦なし）

英検Ⓡでは「聞く・話す・読む・書く」の4技能を基礎知識から運用
能 力まで総合的に測れるように構成されています。英語アカデミー
で は、小学生で2級、中学高校生で準1級合格などすばらしい成績を
残 しています。物事を習う時には一つの明確な目標をもつことが、
学ぶ 意識を持続させ、しかも努力を継続させる刺激となります。お
となも こどもさんも、年令に関係なく挑戦されてはいかがでしょう

英検Ⓡコース

英検Ⓡ対策講座（⽇本教師）

校名 クラス名 曜日・時間 回数 開講日

一番町校

準1級クラス 個⼈レッスン 10回程度

2級クラス ⽉  7:00pm〜9:00 7回＋プレ試験 4⽉2⽇〜5⽉28⽇

準2級クラス ⽉  7:00pm〜9:00 7回 4⽉2⽇〜5⽉28⽇

3級クラス ⼟  1:00pm〜3:00 7回 11⽉18⽇〜1⽉13⽇

4級クラス 個⼈レッスン 7回程度 11⽉20⽇〜1⽉15⽇

5級クラス 個⼈レッスン 7回程度 11⽉18⽇〜1⽉13⽇

2級クラス •1回 2018年4⽉2⽇〜5⽉28⽇の毎⽉曜⽇（4/29休み） 
 •2回 2018年7⽉下旬開講、•3回 2018年11⽉中旬開講 
準2級クラス •1回 2018年4⽉2⽇〜5⽉28⽇の毎⽉曜⽇（4/29休み） 
 •2回 2018年7⽉下旬開講、•3回 2018年11⽉中旬開講 
3級クラス •1回 2018年4⽉7⽇〜5⽉26⽇の毎⼟曜⽇（5/5休み） 
 •2回 2018年7⽉下旬開講、•3回 2018年11⽉中旬開講

英検準2級合格　　Hさん（高1年生） 
英検準2級に合格したという電話をいただいた時、正直驚きました。3級を中1で取って以来の受験 だっ
たので不安もたくさんありました。しかし対策講座で教えていただいたおかげで無事に合格でき ま
した。講座でいただいたテキストに載ってある単語の多さにはびっくりしました。これを全て覚え 
るのは大変だなと思いました。実際、一次試験までに全てを覚えるのは学校の授業や部活で時間が足 
らず無理でした。しかし「出る順」に並んでいたので、一番出そうなところだけは覚えました。二次 
の面接は、質問にどう答えたらいいのかと全然わかりませんでしたが、アカデミーで流れや対応の仕 
方を教えてもらっていたので、本番は自信を持って頑張りました。その結果、面接も合格しました。 
教えていただいた先生方には感謝、感謝でいっぱいです。次は2級目指して頑張りたいです。

途中入会もOK

入学金はなし（すべて税別表示です）
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文部科学省よりグローバル化に対応した「英語教育改革実施計画」が発表され、そのなかで生徒たちに
は高校卒業時英検2級から 準1級レベルの英語力向上が目標として掲げられています。 また2級以上の取
得で大学入試においても加点されたり、優遇措置をとる大学も増えてきています。英語アカデミーでは、
実用英語技能検定試験向けの「対策講座」及び 「個別指導」を開講します。英検対策講座・個別・グルー
プ指導では、英検がまったく初 めての方、さらに上の級を目指す方にもベテランの先生が丁寧にわかり
やすく指導しま す。英検は学年には全く関係ありません。自分の実力試しにぜひ受験しよう!

英検Ⓡ個人レッスン（⽇本教師）
対象の級 1レッスン時間 1レッスン費⽤

準1級〜3級 60分 4,200円
4級〜5級 60分 3,500円

◇英検 申し込みと準会場 
申し込みは英語アカデミーで出来ます。アカデミー申し込みで 
すと、2級~5級はアカデミーが「準会場」ですので当校で受 験
できます。さらに英検本部より詳細な試験結果を知らせてく れ
ます。但し受験⽇は本番より⼀⽇早い⼟曜⽇になります。 準1
級と1級は右記⽇程より⼀⽇後の⽇曜⽇に本会場受験です。

2018年度  一次試験アカデミー準会場日程
第1回  6月 2日(土) 2級~5級のみ
第2回 10月6日(土) 2級~5級のみ  
第3回 2018年1月26日(土) 2級~5級のみ

（税別表示です）

・受講資格 どなたでも受講出来ます 

・回数限定 準1級は10回まで、2〜5級は7回まで 

準1級から3級までには
英作文が入り、　その
「添削」も行います

2018年4月上旬から 
順次開講します



  

松山大学との提携プログラム

英検準1級合格   Mさん(愛光中3年)  慶応⼤進学   
Have a strong will to make your dreams come true.   これは、私の中学校⽣活において⼀つの
励みの⾔葉としているものです。  私は英語を得意になって欲しいという両親の願いもあって、⼩4
の時に2級を取得しました。そ の後、中学⽣の間に準1級を取ることを⽬標にしましたが、その時、
⼤きな助けとなってくれたの が「準1級講座」でした。数年間ブランクが空いたこともあって2級と
の差に絶望感も感じました が、先⽣⽅のご指導の下、⻑⽂の解説や単語の練習の成果あり今回合格
することができました。 合格を知った時は感無量で泣きながら喜びました。英語アカデミーの皆様
には⼼から感謝いたし たいと思います。最後に私が励みにしているもう⼀つの⾔葉を・・・ A 
winner never quits and a quitter never wins. 7 

英検準1級個人レッスン（⽇本教師）
講座の半分程度は「語彙力」upに使い、問題1番を何とかして6割程度まで上げたい。2番、3番の読 解問題はやや早く
読んで頭から理解していく必要があります。4番の作文は14点/99点の高配点です ので15分で書き上げる練習をし、外
国人教師の添削をしてお返しします。リスニングは約3か月間た えまなく練習をし、やはり耳があの早いスピードに慣
れる事に徹します。聞くのは1回だけですので 何について述べているのか全体の流れを素早くしっかり掴むことも大切
です。なお、当講座を受講された方で2次面接試験を受験される方は、1回30分程度の外国人との無料練習を 行います
のでお申し出下さい。約3か月で20時間をこなすこの「準1級個人レッスン」をぜひ始めてみませ んか?

（愛媛新聞 2015年2⽉8⽇号より転載）

危機管理の英会話道後の観光をすべて英語で3クラスに分かれてレッスン

クイズも全て英語で

3食ともに英語だけで過ごします

Look at the whiteboard!よ～く聞いてね！

2015年、2016年、2017年3⽉に開催）

2018年も3⽉3⽇〜
5⽇で開催

⽂部科学省は、⼩中学校の次期学習指導要領の改定案を公表。⼩学校では外国語活動を3、4年から始め、5、6年⽣で教科化
すると⾔う。テレビ愛媛では早速ニュース番組で取り上げ、英語アカデミーの⼩学校のクラスを取材。Preschoolで英語を学
び⼩学校でも継続している「サタデースクール」⽔曜クラスと、⼩学校から英語を学び始めて3年⽬となる「インターナショ
ナルBクラス」を1時間以上にわたって取材。⼩学⽣たちが⽣き⽣きと⽬を輝かして英語だけで楽しく勉強している姿に感動
している様⼦でした。（ちなみに取材された記者も⼩学⽣の時、英語アカデミーで勉強されたとか） 

英語は小3から、5・6年は教科化 2017年2月14日（TVえひめの取材）



大学生や短大生は、卒業2年前からの就職活動を考える時に、 事前に
その対策をしっかりと把握し、最善の状態で就職試験 に臨みたいも
のです。アカデミーでは、「TOEIC対策コー ス」とともに、「エアラ
イン」講座を用意しています。 航空業界をはじめ、一流企業に内定を
もらうためにも、 面接の基本からしっかりと学んでいきましょう。

就職活動コース

■エアライン・サンデー塾  (元JAL国際線キャビンアテンダント担当)
200点〜400点レベル対象の基礎クラスで、600点超を⽬指します。TOIECテストは形式に
慣れさえすれば約100点近く上がる事がありますので、とにかくテスト形式に慣れ、⽂法、
語い、読解、リスニングも基礎から確実に固めていきます。ぜひご参加下さい。

場所 クラス名 曜日 時間

一番町校 サンデー塾 第2⽇曜⽇か第3⽇曜⽇ 午後予定

緊張に打ち勝つ強い気持ちと反復練習が大切。(松山大学K子)
この度、念願の客室乗務員の内定をいただき、とても嬉しく思っています。 ⼀⽣涯、学ぶ
ことを忘れない⼈間になりたかったこと、あたたかさと強さを兼ね備え た⼥性に憧れてい
ること、たくさんの⼈と関わりたい...など、様々な想いがきっかけで、私は、客室乗務員
になることと決意いたしました。しかし、難関といわれる航空業界への道。⾃分で堅く決
意したものの、どのように準備を進め、どのように試験に臨むべきなのか、まったく分か
りませんでした。そんなときに出会ったのが、「エアラインクラブえひめ」、そして、講
師の松浦先⽣でした。...(中略)「明るく元気に、決して引くことなく、押せ押せ! 頑張っ
ていってらっしゃい!」という松浦先⽣の⼒強いお⾔葉のおかげで、⾃⾝をもって臨むこと
ができたのだと思います。エアラインクラブえひめで出会った仲間たちにも、私はとても
励まされました。...(略)(続きはホームページで)  www.e8686.jp→「メンターみえこの
奇跡の3レッスン) 6⼈の先輩メッセージも⾒てね

途中入会もOK

4月以降の日程は、お問合せください
http://airlineclubehime.com
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四国初のエアライン塾として英語アカデミーの協力のもと設立した『エアラインクラブえ
ひめ』も、今年で8年目に入ります。既に、この松山の地から20名(客室乗 務員18名、グ
ランドスタッフ17名)の航空業界内定者を出しています。航空業界を目指す学生さん、社会
人の方をサポートする会員制クラブです。    
専任講師：松浦美重子(元JAL国際線客室乗務員、キャリアカウンセラー) 
航空業界に少しでも関心のある方は、毎月開催しているエアラインサンデー塾にまずは参
加して下さい。どなたでも参加費1,000円で参加できます。

■エアラインクラブえひめ
*サンデー塾を受講して気に入れば、個人レッスン中心の 『エアラインクラブえひめ』に
ご入会下さい。(入会金2,000円)   
これからいよいよ、航空業界内定を目指して、レッスンが始まります!

場所 クラス名 曜日／時間 費用

一番町校
DVDコー

ス
航空業界の内定を取るためのコ ツが満載のDVD「メ
ンターみえ この奇跡3レッスン」(定価 24,150円)
+個人レッスンが3回 できるお得なコース

30,000円

一番町校
就活対策＋
⾯接マナー

就職活動に役立つ面接マナーの 基本と面接のコツを
習得しま す。個人レッスン3回に、キャリ アカウンセ
リングが1回のコース

20,000円

また、航空業界を目指す方は、英語の資格(英検、TOEIC)が必須
です。 英語アカデミーの講座(コース、個人)で学んで下さい。 
『エアラインクラブえひめ』割引が適用されます。

【エアラインクラブえひめ 内定者の声】 
ANA内定 松大Aさん:私にとって大学3年生の11月にエアラインクラブえひめと出会えたこと
は奇跡であり、出会うことができなければ客室乗務員内定をつかむことは出来なかったと思っ
ています。 
ANA内定 松大Kさん:エアラインクラブえひめに入会して一年間、エアライン受験の勉強を続
け、内定できました。かけがえのない恩師や仲間に出会えたことを心から感謝しています。

快挙です!

2006年~2016年10月で、
CA内定者はエアーニッ
ポン3名、ジェットスター
1名、JAL2名、ANA11
名、ANAウィングス1名、
ピーチ5名、Jet Star 
Japan1名、アシアナ1
名、IBEX2名など 
これはもう奇跡ですね。

同GS内定者は、JAL ス
カイ11名、Kスカイ2名、
ANAエア ーサービス松
山7名、 ANAエアポー
トサー ビス4名、ANA
成田1名、ANA関空1名、
ANA大阪空港3名、
ANAスカパル1名、J-
AIR（名古屋）1名、キャ
セイ（関空）2名、ANA
中部空港1名、大韓航空
（関空）1名など

すべて税別表⽰です

http://airlineclubehime.com
http://www.e8686.jp
http://www.e8686.jp
http://airlineclubehime.com

