
倉③嗜渉饒凸 Ю蠅趙Mの総誦儀鸞 量
Jヽ 学生 :2020年度に向かい、英語教育がどんどん改革される見込みです。また今後は 5年生から教科1ヒ 、3年生必修科目となります。今のうちに基

本フレーズなどは覚えてしまいましょう‖

中学生 :英検は 3級から英作も導入されました。語い力をUPと 共に、読む、書く、聞く、話すと総合力を養いましよう !

学年が変わる前の復習は必須です !

高校生 :1年生は基礎、2年生:ま来年の受験対策、3年生は大学入試、センター対策、センタ…リスニングは最後の追い込み時期です。二気に集中し

て行いましよう。

各コース 1回から、もしくはご都合のよい 日程でもご相談賜 りますのでお気軽にお問合せ下さい

申込〆切 り :12月 14日 (土 )

対象学年 コース名 内容 日数 時 間 料金・教材費

全学年 く フォ ロー ア ップ

クラス (個別指導 )

>

<個別フォローアップ 1対 1の対応、弱点

強化>
「英語が苦手になつてきたJ「 テストの′に数

をUPさせたい」「どこが分からないかが分

からない」といった、英語が少し難しくな

ってきた方にお勧めのクラスです。

1対 1で丁寧に解説。また、そのあと演習

の時間があるので、実際に理解できたかも

確認できます。

予約制

※時間については個別にお問い合ゎせください。

予約制 50分 (講義 )

60分 (演習 )

通常小学生  中学生 7,150

円、

高校生 8,800円 の授鄭 が

一律 5,500円

高校生

<セ ン ター試 験対

策講座 >

<最後の追い込みです >

センター試験突破 が第一開門 l lll断 禁物の

文法事項 もしっか り制覇 しま しょう 1

全 7回

11/21(木 )、 11/28(木 )、 12/5(木 )12/12(本 )、

12/19(木 )、 1/9休 )、 1/16(本 )

木 曜 日 16:00‐ 16: 50 全 7回 17,710円

1回 2,530円

高 校 生 長

文

く大学共通試験対

策講座>

く広告、Eメ ールなどの読解>

日常的な内容に慣れていこう !ポイントを

押さえて読むのがコツです 1

全 7回

11/19(火 )、 11/26(火 )、 12/3(火 )12/10(火 )、

12/17(火 )、 1/7軟 )、
y14伏

)

(課題 30分■講義 50

分 )

30分■19100‐ 19:50

全 7回 19,250円

1回 2,750円

高校生 <高校長文講座 > く速読方法を身につけよう>

長文に時間を取られて、時間が間に合わな

い人も多いはず。少しずつコツを掴んで1貫

れていきましょう。

全 7回

11/19(火 )、 11/26〈 火)、 1273(火 )12710(火 )

12/17(火 )、 1/7(火 )、 1/140く )

(課題 30分 +講義 50

分 )

30夕〉■20: 00‐20150

全 4回  10,800円

1回 2,700円

高校生 <高校生英作講座 >

ネイティプ指導

く民間試験受験対策 !ミヽ dで英作>

英検 S CBT対策です。

芙作指導+基本的な文字の入力や機能キー

の使い方を練習をしましょう !

全 4回

11/26(火 )、 12/10(火 )、 12/17(火 ),1/7(火 )

20:00‐ 20:50 全 4回  11,000円

1回 2,750円

高校生 <ス ピークアップ>

ネイティブ指導

<英語でプレゼンテーション !>

伝わる英会話実践編。 日常会話から一歩前

進

全 4回   |

11/26(火 )、 12/10(火 )、 12/17(火 )、 1/7(火 )

191 00‐ 19: 50 全 4回  11,000円

1回 2,750円

中学生 く中学生文法強化 > く中学生の文法は基礎 中の基礎です。

年 末年始 に しっか り復 習 してお きま

つ。

>

し ょ

全 7回

11/19(火 )、 11/26(火 )、 12/3(火 )12/10(火 )

12/17(火 )、 1/ズ火)、 1/14(火 )

(課 題 30分 編■義 50

分 )

1年 16:0016:50■ 30分

2年 17:0017:50+30分

3年 18:0018150+30分

全 7回 15,400円

1回 2、 200円

中学生 く受験生長文対策 > <中学 3年生必見 !メ

受験日前の必須項目です。長さに惑わされ

ず読むコツを掴みましょう !

全 5回

12/14(土 )、 12/21(土 )、 1/4(土 )、 1/11(土 )

1/18(土 )

12: 10‐ 131 00

全 5回  12,100円

1回 2,420円

中学生 くスピークアップ>

ネイティプ指

導

く外国人講師の先生と会話を楽しもう>

短い文章で会話になれることから始めまし

ょう。簡単な会話を通して、発音も直しま

しょう。

全 4回

11/26(火 )、 12/10(火 )、 12/17(火 ),1/7(火 ) 18:0018:50

全 4回 8,640円

1回 2,160円

J」l学生、鐘児、資格試験等|き裏面で峨 よ



小学生 <ス ピークアップ

親子でシャ ドーイン

グ>

ネイテ ィブ指導

<親子参加 OK>

正式な英語学習に沿つた方法でエ リン先生

の言葉をす ぐに全部真似 しちゃお う |

全 4回

11/26(火 )、 12/10(火 )、 12/17(火 )、 1/7(火 )

17:0017:50 全 41コ  8,800円

1回 2,200円

小学生 幼

児

<フ オニックス

発音レッスン>

ネイティブ指導

く正 しい音は早 めが鉄則 >

ネイテ ィブの音に慣れ 、正 しい発音 を楽 し

く学びま しょう 1

予約制

※時間については個別 にお問合せ下 さ 0

予約制 40分 1回 3,300円

英検

5級～2級

英検過去問チャレ

ンジ

過去FFtl題 練習

(模擬テスト+最終日に解説あり)

全 5回 (予約制 ) 級 によ り異 な ります

(1時間～21寺間 )

金 5回 5,500円

英検 Jr 英検 」r過去問チ

ャレンジ

過去問題練習

喉 擬テスト後毎回解説あり)

全 5回 (予約制 ) Bronze 50分

Silver 50分

Gold 60分

全 5回 11,000円

2016年度第 2回 英検 1級に高校生が合格しました !

しつか りした英語にたくさん触れれば必ず一流につなが ります !多読・多聴や速読・精読、同時通訳のテクニックなど、色々

なアプローチで英語を教えています。英語といえばリンゴスクール!!色 々なクラスがありますので、お問い合わせ ください。

小 2で 5級、小 5で 3級、中 2で準 2級、2級の合格者 もいます。帰国児童のクラスや、特別進学クラスなどの特別クラスの他、中上高校
t:」f瞭勇蔦4,三薄蓑雪憮鼻群拶fa雪急

さんの指導にも当たっています。

通常クラスの 12月 /1月 入校生徒同時募集中 !

※お申込みはお早めに1定員になり次第クラスを締め切ります。お申し込みの方は別途お申し込み書を提出頂きます。

※料金はすべて税込です。また、料金は2019年度冬期講習のみに適用されます。通常のクラスとは異なっておりますので、通常クラス料金

につきましては別途お問い合わせください。

※受講確定後のキャンセルにつきましては手数料を頂きますのでご了承ください。

※リンゴスクール在校生の方につきましては、料金は翌月の回座振替時に上乗せとさせて頂きます。

″ ιク

"舞
ついてのお問 い金7_・ を・お

"は

英会話 リンゴスクール 事務局  電話 087‐ 831‐ 3241 Fax 087‐ 831‐3244

高松市亀井町 11‐6(電話受付 :平 日・土曜 日ともに 正午～19時/  授業は平 日21時、土曜 日20時 まで)

HP:htぃ /77t罰nlL■書oschool.co_ip  E‐ ma■l:

社団法人 全国外国語教育振興協会 カロ盟校

外国語教育事業の健全な発展を目的とし設立された協会です。

明確な倫理規定に基づく公正な学校運営を行い心豊かな国際人育成に情熱を注いでいます。


