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高崎駅東口から徒歩３分！ 完全マンツーマンのオリジナル個別指導で、難関大学の合格率８２％達成！

目標到達点と各スコアに必要な能力

600 点・・・ビジネス初級〜中級
基礎的な文法、会話表現が身に付いている。時間を掛ければ、複雑な長文も理解できる。リスニ
ングでは、話しの概要が理解できる。

800 点・・・ビジネス中級〜上級
基礎的な文法や会話表現を駆使して問題を解くことができる。
TOEIC の解き方も身に付いていて、
知識をアウトプットできる。リスニングでは、話しの流れが明確に分かる。

990 点・・・ビジネス超上級
文法のミスは無く、
頻出頻度の低い単語も理解している。長文を難なく読みこなすことができる。
リスニングでは、ほとんど全ての音がディクテーションで聞き取れる。

一橋大学

東北大学

早稲田大学

慶応大学

大阪大学

上智大学

就職活動や転職活動、または昇給の条件として、英語力があると履歴書に書けるのは 600 点か
らです。リスニング、リーディング共に 300 点（全体の６割程度）を確実に取れるようにする
必要があります。800 点に到達すれば、実用的に英語が使えるようになり、仕事上で大きなアド
バンテージとなるでしょう。900 点以上は難しそうに見えて、実はそうでもありません。他の英
語試験だと満点を取るのは非常に難しいのですが、TOEIC では正しい知識をいかに素早くアウ
トプットできるかが鍵となるので、訓練すれば誰にでも満点の可能性があるのです。
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合格実績の一部です。

お気軽に
お問い合わせ
！
下さい！

目標点までの勉強法

800 点

・英文法

・英文法

中学英文法をマスターする。第５文型と品詞
を使って読む感覚を養う。

・単語
頻出単語を繰り返し覚える（特に問題集で繰
り返し出題される単語）
。熟語や言い回しを覚
える。

・リスニング
内容語を聞き取る。様々な疑問文の形を理解
し、その答え方が瞬時に分かるように訓練す
る。とにかく英語のリズムに慣れる。

英検・TOEIC コース内容一覧

高校英語を完成させる。文法の形だけでなく、
それぞれの品詞の語法を学ぶ。

英 検 生 T O E I C コースの

・単語

1
２
３
４

熟語が理解できるだけでなく、ディスコース
マーカーの使い方や細かい表現を理解できる
ようにする。

・リスニング
内容語だけでなく、機能語を聞き取れるよう
に挑戦する。答えに直結する箇所とヒントに
なっている文の聞き分けをし、集中力のコン
トロールをする。

全学年、全教科完全マンツーマン指導です（1教科70分制です）。
英作文
（writing）をしっかり指導しています。
リスニング対策も全級バッチリです。
面接試験
（二次試験）
対策も超バッチリです。
（一次試験に合格した後も二次試験対策を必ず行っています）
問題演習では、
リスニング・ライティング・リーディングの各分野の時間をバランスよくとっています。

７

週1回コース
（リーディング+αリスニング）
70分制 週2回コース
（リーディング+リスニング）140分制
があります。
短期合格にはとってもお得な週2回コースがお勧めです。
TOEICコースも、目標得点に合わせて完全マンツーマン指導です。

８

広い自習室が月曜〜日曜まで自由に使用できます。

一橋総合予備校
高崎駅東口徒歩3分

高崎タワー

600 点を目指すには、まず基本的な Part1,2,5
800 点を取るためには、リスニング Part3,4 と
がテンポ良く解けるようになるまで、文法・単語・ リーディング Part6,7 でもしっかり点数が稼げる
熟語に注意してひたすら反復を繰り返します。 ようにならないといけません。TOEIC の難所は、
リスニングでは、話しの流れを表す内容語を聞 同じような問題が続き、問題数そのものも非常
き取れるようにすること。そして自分が理解し に多いことです。したがって最後まで集中力が
ている英語の音と実際に流れてくるネイティブ 続かず、ケアレスミスやできるはずの問題が解
の英語の音が一致するように、ネイティブの音 けなかったということが多いです。そのため、
に慣れる練習をします。
各パートで集中力をどの程度使うかをコント
ロールすることも視野に入れて練習する必要が
あります

５
６

21

トヨタ

８つのポイント

ロイヤル
ホスト

LABI1高崎
セントラル
スポーツクラブ

大学・高校合格のための徹底個別指導プラス少人数制授業

一橋総合予備校

東口

JR高崎駅

[フリーダイヤル無料]

0120-845010

お気軽に
お問い合わせ
ください

TEL.027-327- 0100（代）
群馬県高崎市東町７０番地
[ 高崎駅東口徒歩 3 分 ]

コロナ対策も整備︑安心安全を重視した
マンツーマン指導です︒

600 点

●大学合格コース[高卒生・高校生]
●高校合格コース[中学生・小学生]
●高認、英検、各種合格コース
高卒生・高校生・中学生・
小学生・高認生／全教科

英検生対象

一橋の英検対策講座
●中学１・２年生、高校１・２年生は、高校・大学受験はまだ先のこと
だと思いがちです。勉強しなければならないとは思っても、本格的
な受験勉強を始めるモチベーションがなかなか高まらないというま
ま、毎日が過ぎていませんか？でも、この時期に勉強を頑張れば、
後でやってくる入試にも好スタートを切れます。それならば、英検
の取得を目標にしてみてはどうでしょうか。
一橋ならワンランク上の級に挑戦・取得できます。
級

一橋・英検講座の目標レベル

標準的なレベル

準１級

高卒生・高３生・高２生

大学中級程度

２級

高２生・高１生

高校卒業程度

準２級

高１生・中３生

高校中級程度

３級

中２生・中１生

中学卒業程度

４級

中１生・小学生

中学２年終了程度

５級

小学生

中学１年終了程度

●英検を頑張れば公立高校入試前期試験、大学推薦試験、AO 試験であなたの評価が高まるのはもち
ろん、将来受験する共通テストでも有利になることまちがいなしです。最近の大学入試の英語、例えば、
共通テストと英検やTOEICの試験とは近接してきているとよく言われるのです。英語教育の現場では、
英文法を軽視してしまった時代を経て、その反省からいま再び英文法に基づくしっかりした英語力養
成が求められているからです。だから、高校受験・大学受験の指導で培ってきた一橋のメソッドで英
検取得も入試合格も、どちらも手に入れましょう。
●一橋の英検講座は、完全マンツーマン指導制です。英語が得意な人にはどんどんハイレベルに、英
語が苦手な人には基礎の基礎から丁寧に、みなさん一人ひとりの実力にあわせ、いちばん力が伸びる
ような進め方で指導していきます。だから、いまの実力を不安に思わず、英語の本質的な思考方法を
見につけていきましょう。ちなみに、英検指導担当の講師陣は全員、TOEIC のスコアが 900 点以上
（990 満点中・英検１級担当）です。

高崎タワー

一橋総合予備校
高崎駅東口徒歩3分
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●大学合格コース[高卒生・高校生]
●高校合格コース[中学生・小学生]
●高認、
英検、
各種合格コース
高卒生・高校生・中学生・
小学生・高認生／全教科

総合的英語力を伸ばしながら
英検に最短合格するポイント
英検の試験は、英語の語彙力、文法力、作文力、読解
力、そして理解力(ﾘｽﾆﾝｸﾞ)が総合的にどの程度身につ
いているかが、各級での合否の判断基準です。
どの分野においても得意・不得意意識を持つことのな
いように学習することが合格へのカギとなります。そ
の第一歩として、まず語彙力を増やすことが必要で
す。英検用の問題集を活用しながら、単語・熟語を
しっかりと覚えることを心がけてください。その際、
接頭語や接尾語、または派生語などを意識して覚えま
しょう。
作文問題において、３級からは英作文が出題されま
す。その際、重要なことは正しい文構造を把握し、正
しい文法知識を使って英文を作る能力が必要になりま
す。そのため、学校などで学習した文法の知識を覚え
たうえで、自分の作った文を日本語に訳せるかを常に
意識し、学習するようにしましょう。
次に長文読解問題の学習法です。長文問題を学習する
際には必ず全文を和訳したうえで問題に答える練習を
することです。英検の長文問題は、空欄補充と内容一
致が出題されるため、まず正確に英文を読む能力が必
要となるからです。最初は制限時間を長めに設定し、
徐々に時間を短くしていきましょう。
最後にリスニング問題に関しては、試験まで毎日英文
を聴くことを心がけてください。英文を聴く時に注意
することは、スクリプトを見ながら聞くことです。耳
から聞こえてくる音と目で確認する英文が一致できる
ようになるまで繰り返し練習しましょう。

TOEIC生対象
総合的英語力を伸ばしながら
TOEICに最短合格するポイント
TOEICで高得点をねらうためには、リーディングセク
ションとリスニングセクションの両分野でバランスの
良い英語力を養う必要があります。
リーディングセクションにおいては、短文穴埋め問
題・長文穴埋め問題・読解問題の3分野に分かれま
す。短文穴埋め問題と長文穴埋め問題では、品詞問題
がよく出題されます。そのため、1つの単語を覚える
際には、その単語の派生語なども付せて覚えるように
しましょう。
また、ビジネスや実生活でよく使われる語彙や表現も
TOEIC用の教材を活用しながら覚えることを心がけま
しょう。
この2つの分野は勉強すればするほど得点に結びつき
やすいので、TOEICで得点に伸び悩んでいる人は、ま
ずこの2つの分野を率先して勉強するようにしましょ
う。
次に読解問題です。読解問題は、会話・手紙・広告・
記事など様々な場面設定で出題されます。そのため、
場面状況を素早く判断し、対応できるように、教材や
過去問を利用して練習するようにしましょう。
TOEICのリスニング問題は、写真描写問題・応答問
題・会話問題・説明文問題等、出題形式が多岐に渡り
ます。そのため、リーディングセクションと同様に、
教材や過去問を活用しながら、毎日英文を聴くことを
心がけましょう。聞き取れなかった箇所は、スクリプ
トを見ながら、聞き取れるようになるまで、その箇所
を繰り返し聴くようにしましょう。

超割安なマンツーマン指導ですよ！！

