留学試験対策専門校

LING O L.L.C.

TOEFL iBT® / IELTS
2022 年 3 月 春期集中講座
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！

全コースでオンライン受講が可能！海外滞在中や遠方の方もご受講頂けます。
≪ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ®対策≫
コース名 (対象者)

※新型コロナウイルス感染症への対応として、教室でのご受講は６名に制限させて頂きます。
また、授業実施時の情勢次第では、オンラインでのご受講をお願いする場合もございます。
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(TOEFL iBT 70～95 点程度で、80～100 点が目標の方)
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程

ターム３: ３月３１日（木）～４月２日（土）

※

ターム１: ３月１８日（金）～２０日（日）

ＴＯＥＦＬ® Ｃｏｕｒｓｅ ７０ *オンライン専用

*Writing/Speaking 個別フィードバック指導付（別途 55 分）

(TOEFL iBT 65 点以下で、60～70 点が目標の方)

ターム２: ３月２５日（金）～２７日（日）
*Writing/Speaking 個別フィードバック指導付（別途 55 分）

ＴＯＥＦＬ® Ｃｏｕｒｓｅ ７０
(TOEFL iBT 65 点以下で、60～70 点が目標の方)

ターム３: ３月２９日（火）～４月１日（金）

※

≪ＩＥＬＴＳ対策≫
コース名 (対象者)

日

程

ターム２: ３月２３日（水）～２５日（金）

ＩＥＬＴＳ Ｃｏｕｒｓｅ ６.５ *オンライン専用
(IELTS Overall 6.0 以下で、5.5～6.5 が目標の方)

*Writing/Speaking 個別フィードバック指導付（別途 55 分）

ターム３: ３月２９日（火）～４月１日（金）

≪ＳＡＴ®対策≫
コース名 (対象者)
ＳＡＴ® Ｒｅａｄｉｎｇ *オンライン専用
(SAT Reading 550 点未満の方)
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程

ターム２: ３月２６日（土）～２７日（日）

プライベートレッスン・フォローアップセッションついて
●プライベートレッスン
教室はもちろん Zoom を使ったマンツーマンの対策授業を
提供しています。Reading と Writing など対策が必要なセク
ションを重点的に扱います。毎週か隔週で定期的に授業を
行えば、ペースをつかんで学習を進めやすくなります。
入学金：\22,000 受講料：\13,300/1 時間 *1 回 2 時間～

●フォローアップセッション
当校の講座を受講された方がさらに勉強を進める際の指針
となるよう、毎週か隔週の１対１のセッション（５０分）を提供
致します。学習計画と課題の提示、質問対応、Writing の
添削などを通して、自主学習をサポートします。
5 回：¥55,500 (税込)、10 回：¥99,900

オンライン(ZOOM)によるレッスンについて
LINGO L.L.C.の講座では、Zoom を使用してオンラインでレッスンにご参加頂くことが可能です。録画映像のビデオ配信ではな
く、実際の授業にご参加頂くライブ授業となりますので、教室受講とレッスン内容に違いはございません。今まで遠方にお住ま
いで受講が叶わなかった方も安心して講座をご受講頂けます。
ご受講を迷われている方は、無料体験レッスンにぜひご参加ください。当校の授業の雰囲気をご覧頂き授業の進め方をご確
認頂くのと同時に、オンラインによる受講環境を事前にご確認頂くことが可能です。

LINGO L.L.C.卒業生の TOEFL / IELTS スコアと合格校
J.M.さん

N.S.さん

高校：カナダ

高校：スイス

受講開始時期：12 年生の春休み

受講開始時期：10 年生になる夏休み

受講前のスコア：TOEFL72

受講前のスコア：未受験

受講内容：春期集中講座（4 日間）

受講内容：TOEFL や IELTS の集中講座と個人授業

最終スコア：TOEFL 86 R18 L20 S22 W26（12 年生の 5 月） 最終スコア：IELTS 6.5 L7.0 R6.5 W6.5 S6.5（11 年生の 6 月）
合格校：青山学院大学文学部、学習院大学文学部

S.O.さん

合格校：立命館大学グローバル教養学部（GLA）9 月入学

R.S.さん

高校：アメリカ

高校：カナダ

受講開始時期：渡米前年の 4 月

受講開始時期：12 年生の 3 月

受講前のスコア：未受験

受講前のスコア：IELTS4.5

受講内容：渡米前は週 1 回の通常講座、渡米後は集中講座等

受講内容：学期中にオンライン個人授業（週 1 で約 1 ヵ月）

最終スコア：TOEFL 106 R25 L28 S27 W26（卒業後の 6 月） 最終スコア：IELTS 6.0 L5.0 R5.5 W6.0 S6.0（卒業後の夏）
合格校：慶應義塾大学経済学部

合格校：上智大学総合人間科学部

N.T.さん

Y.N.さん

高校：カナダ

高校：カナダ

受講開始時期：11 年生の春休み

受講開始時期：12 年生になる夏休み

受講前のスコア：TOEFL60

受講前のスコア：未受験

受講内容：春期、夏期、年末集中講座

受講内容：夏期集中講座とオンライン個人授業（2 回）

最終スコア：TOEFL 100 R25 L25 S22 W28（12 年生の 5 月） 最終スコア：IELTS 7.0 L8.0 R7.0 W6.5 S6.5（12 年生の 11 月）
合格校：早稲田大学国際教養学部

合格校：慶應義塾大学経済学部、総合政策学部

慶應義塾大学総合政策学部

M.A.さん

G.K.さん

高校：カナダ

高校：カナダ

受講開始時期：12 年生になる夏休み

受講開始時期：12 年生の 3 月

受講前のスコア：TOEFL86

受講前のスコア：IELTS4.5

受講内容：夏期集中講座、春期集中講座

受講内容：春期集中講座とオンライン個人授業（週 1 で 3 ヵ月）

最終スコア：TOEFL 106 R27 L28 S24 W27（12 年生の 4 月） 最終スコア：IELTS 6.0 L5.5 R5.5 W5.0 S7.0（卒業後の 7 月）
合格校：慶應義塾大学総合政策学部（GIGA)

合格校：上智大学経済学部

早稲田大学社会科学部（TAISI）

D.A.さん

Y.K.さん

高校：アメリカ

高校：日本

受講開始時期：高校卒業後の 3 月

受講開始時期：高校 3 年生の 5 月

受講前のスコア：TOEFL68

受講前のスコア：IELTS6.5

受講内容：通常講座（部分受講）や夏期集中講座

受講内容：ゴールデンウィーク集中講座（4 日間）

最終スコア：TOEFL 92 R25 L22 S19 W26（卒業後の夏）

最終スコア：IELTS 7.0 L7.5 R6.5 W6.0 S7.0（高 3 の 5 月）

合格校：早稲田大学商学部

合格校：早稲田大学国際教養学部、青山学院大学英米文学科

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 8 分（甲州街道沿い）
受付時間： [火水木] 14:00～22:00 [金土日] 12:00～20:00
※月曜・祝日は休校（定休日）

当校ウェブ

LINE 公式
アカウント

Facebook

Instagram

