
2022年  リンゴスクール夏期講習のお知らせ !

小学生 :小学 5年生から英語は必須科目:I「小学校で英語の基礎は学習済み」で中学校の授業が進みます。今のうちに基本フレーズ。アルファベッ

ト・数字・色 。挨拶などは覚えてしまいましよう。

中学生 :今後は英語の学習が 4技能総合重視となつてきます。総合力を UPさ せましよう :速競トレーニングもお勧めです。

高校生 :共通テスト、大学入試に備え基礎力、応用力、思考問題に対応できるようにしておきましよう。そして集中して行うことが大切です。

英検・TOEIC対策も行つています。

春期講習申込〆切 り 8月 20日 (土 )

でコー ス い

対象学年 3*7h 内容 日数 時 間 料金・教材費

全学年

☆弱点量化

くフォローアップク

ラス (個別指導)>

く個別フォローアップ 1対 1の対応 >

★★☆☆★★★★★☆★☆★★☆☆☆★★☆

☆

「英語が苦手になってきた」「テス トの点数を

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わせください。

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 の授業料が

一律 5,500円

高校生

☆三験対策

く共通テス ト対策講

座 >

く夏が受験 を制覇 します :>

★★★★☆☆☆★☆★★★★☆☆☆☆☆☆★

共通テス トも大学入試 も長文が最難関の課題

です。 なん とな く分かるでは絶対 に解 けませ

ん。

精読 と速読で鍛ぇましょう |

2級以上の英検対策にも効果的です。

全 8回

7′ 19(火 )、 7′26(火 )、 8/2(火 )、 8′ 9(火 )、

8/23(火 )、 8/30(火 )、 9′20(火 )、 9/27(火 )

(課題 30分 +講義 50分 )

30分 +16:00・ 16:50

全 8回 20,240円

1回 2,530円

高校生

☆長茎強化

く長文読解 > く単語強化 >

単語帳を追 うだけでは、言葉の幅は広が りませ

ん。日標 とす るレベルの語彙を しつか り覚えま

しょう。

全 8回

7/19(火 )、 7′ 26(火 )、 8′2(火 )、 8′9(火 )、

8′23(火 )、 8′30(火 )、 9/20(火 )、 9′27(火 )

(課題 30分 十講義 50分 )

30分 +20:00‐ 20:50

全 8回 20,240円

1回 2,530円

高校生 く英作文 > く英作強化 >

自分で採点は難 しい もの。英作にはルールがあ

ります。文法、最適な単語選択など学びましょ

う。受験、資格試験にも。

全 6回

7/25(月 )、 8/1(月 )、 8/8(月 )、 8/22(月 )、

8/29(月 )、 9/5(月 )

(講義 50分■課題 30分 )

30分 +16:00・ 16:50

全 6回  16,500円

1回 2,750円

中学生

☆総復置

く夏休みまでの文法

復習 >

く4月 からの教科書を復習 >

☆★★★☆☆☆★★★★☆★☆★★★★☆☆

新学期に向けて夏休みが終わるまでに 4月 か ら

の復習を終わ らせ よう !

全 8回

7′ 19(火 )、 7′ 26(火 )、 8′2(火 )、 8/9(火 )、

8′23(火 )、 8′30(火 )、 9/20(火 )、 9′27(火 )

(課題 30分十講義 50分 )

1年 130■ 17:00‐ 17:50

2年 :30+18:00■ 8:50

3`年1:30+19:00‐ 19: 50

全 8回 19,360円

1回 2.420円

中学生

☆聴力塾生

くリスニング強化> くリスニングを強化 しま しょう>

日頃の積み重ねが リスニングに繋が ります !

ちょっとしたコツで苦手意識は克服できます。

全 5回

予約制

※時間については個別にお問合せ下 さい。

予約制

課題 30分 +講義 50分

全 5回 13,750円

1回 2,750円

中学生

☆基作文

く英作文強化 >

く思考力 を身につけよう>

英語で意見を述べ ることが試験 で増

えてきました。日本語で考えず英語で

考える力を今の うちに鍛えま しょう。

全 3回

予約制

※時間については個別にお問合せ下さい。

予約制

課題 30分十講義 50分

全 3回 9,900円

1回 3,300円

小学生 くフォニックス> 英語特有の音の変化、連音やイン トネーション

に慣れま しょう

全 5回 (予 約制 )

※時間については個別にお問合せ下さい。

予約制 50分 全 5回 11,000円

1回 2,200円

小学生

◎洋書 く小学生の多読 >

く簡単な洋書にチャレンジ>

小学生から英語脳。多読にチャ レンジ |

文章に早めに慣れま しょう。

全 5回

7/29(金 )、 8′5(金 )、 8/19(金 )、 5/26(金 )

15:00‐ 15:50 全 5回 8,250円

1回 1,650円

英検

5級 ～2級

英検過去間チャレンジ 過去問練習

(模擬テス ト+最終 日に解説あ り)

全 5回 (予約制 )

※時間については個別にお問合せ下さい

級により異なる

(1時間～2時間 )

5,500円

小学生′中学生 く夏休み宿題 > 夏休みの宿題は早めに終わ らせよ う | 全 3回 (予約制 )

※時間については個別にお問合せ下 さい。

予約制 50分 小学生 全 3回 8,200円

中学生 3回 9,900円


