英検 対策講座
®

一次試験対策コース

１級

高校生以上対象

１級

準

２級

中学生以上対象

中学生以上対象

L i s t e n i n g & W r i t i n g 、R e a d i n g &

Listening & Writing（ネイティブ講師

語彙・イディオム・読解・Listeningを

Vocabularyをパート別に学習します。

担当）、Reading & Vocabulary(日本人

学習します。

ネイティブ講師が担当します。

講師担当)をパート別に学習します。

日本語講師が担当します。

第１回
日程

第１回

4/14 (日)・4/21(日)・4/28 (日)
5/12(日)・5/19(日)・5/26 (日)

※5/5は休講

日程

第１回

4/14 (日)・4/21(日)・4/28 (日)
5/12(日)・5/19(日)・5/26 (日)

※5/5は休講

日程

4/21(日)・4/28 (日)
5/12(日)・5/19(日)・5/26 (日)

※5/5は休講

時間 13:00~15:00, 15:15~17:15

時間 10:00~12:00, 13:00~15:00

時間 11:00~13:00, 14:00~16:00

締切 4/7（日）午前10:00

締切 4/7（日）午前10:00

締切 4/14（日）午前10:00

第２回
日程

第２回

8/25 (日)・9/1(日)・9/8 (日)
9/15 (日)・9/22 (日)・9/29 (日)

日程

第２回

8/25(日)・9/1(日)・9/8 (日)
9/15(日)・9/22(日)・9/29(日)

日程

9/1(日)・9/8 (日)
9/15(日)・9/22(日)・9/29(日)

時間 13:00~15:00, 15:15~17:15

時間 10:00~12:00, 13:00~15:00

時間 11:00~13:00, 14:00~16:00

締切 8/18（日）午前10:00

締切 8/18（日）午前10:00

締切 8/25（日）午前10:00

入学金

10,800 円 (初回のみ)

入学金

10,800 円 (初回のみ)

入学金

10,800 円 (初回のみ)

受講料

64,800 円 + 教材費 1,836 円

受講料

64,800 円 + 教材費 1,620 円

受講料

54,000 円 + 教材費 2,160 円

時間数

24時間(4h×6回)

時間数

24時間(4h×6回)

時間数

20時間(4h×5回)

定員

2~8名

定員

2~8名

定員

2~8名

テキスト

オリジナル教材

７日間完成英検１級予想問題ドリル
テキスト
新試験対応版

7日間完成英検準1級予想問題ドリル
テキスト
新試験対応版

● 指定のテキストを既にお持ちの方は、教材費は不要です。 ● 初めて入学される方のみ入学金が必要となります。

2019 年度 英 検 試 験日程
第１回

第２回

第３回 ※

一次試験（本会場）

6月2日(日)

10月6日(日)

2020年1月26日(日)

二次試験

A日程 : 6月30日(日)
B日程 : 7月7日(日)

A日程 :11月3日(日)
B日程 :11月10日(日)

A日程 :2020年2月23日(日)
B日程：2020年3月1日(日)

※当校では、2019年度第３回検定以降の対策講座の開講予定はございません。

二次試験 直前対策コースは裏面をご覧ください

英検®対 策講座
二次試験直前対策コース

１級

１級

準

高校生以上対象

中学生以上対象

２級

中学生以上対象

二次試験のスピーキングテスト対策講座です。

二次試験のスピーキングテスト対策講座です。

二次試験のスピーキングテスト対策講座です。

ネイティブ講師が担当します。

ネイティブ講師が担当します。

日本人講師が担当します。

第１回
日程

第１回

6/9(日)・6/16 (日)・6/23(日)

日程

6/9(日)・6/16 (日)・6/23(日)

第１回
日程

6/16 (日)・6/23(日)

時間 14:00~17:00

時間 10:00~13:00

時間 14:00~17:00

締切 6/2（日）午前10:00

締切 6/2（日）午前10:00

締切 6/9（日）午前10:00

第２回
日程

第２回

10/13(日)・10/20(日)・10/27(日)

日程

10/13(日)・10/20(日)・10/27(日)

第２回
日程

10/20(日)・10/27(日)

時間 14:00~17:00

時間 10:00~13:00

時間 14:00~17:00

締切 10/6（日）午前10:00

締切 10/6（日）午前10:00

締切 10/13（日）午前10:00

受講料

24,300 円 （教材費込み）

受講料

24,300 円 （教材費込み）

受講料

16,200 円 （教材費込み）

時間数

9時間(3h×3回)

時間数

9時間(3h×3回)

時間数

6時間(3h×2回)

定員

2~6名

定員

2~6名

定員

2~4名

テキスト

オリジナル教材

テキスト

オリジナル教材

テキスト

オリジナル教材

● 「二次試験直前対策コース」は入学金なしでご受講いただけます。

一次試験対策コースは表面をご覧ください

渋谷外語学院

〒150-0031東京都渋谷区桜丘町15-17

■TEL 03-3461-8854 (受付時間 :10:00-20:00)
■E-Mail sls@shibuya-gaigo.com
■ホームページ www.shibuya-gaigo.com
参 加ご 希望の方は当校 H P申込フォーム からお申込 みください。
講座情報 ▶ http://shibuya-gaigo.com/cms/news/archives/1459
締切後も定員に空きがある場合は申込を受付けます。ご希望の方はお電話・メー
ル等でお問い合わせください。

JR渋谷駅 南改札 西口より徒歩3分 / 受付は２Fです
グランベルホテルと、ルノアールの入ったビルの間の少し奥まった建物です。

