TOEIC L&R TEST対策講座

当講座は入会金免除

リスニング特講演習 中・上級

10/12（土）渋谷校
10/23（水）新宿校

実施回数

10回

全

にて開講！

（60分×10 回）

［ こんなことを思っている方にお勧めです ］
リスニングの
スコアが
伸び悩んでいる…

PART3〜4 の
正答率を上げたい！

担当講師：笠原

泰彦

PART3 で、
中盤以降、先読みを
継続できない…

PART2 の後半あたりで、
対応できない
問題が増える…
オーバーラッピングなど、
聴解力強化法を
知りたい！

聴解力強化法を
教室で試したのち、
日常的に実践していきたい！

Yasuhiko Kasahara

講師プロフィール

講座からのメッセージ

米国ミネソタ州に 8 年間滞在、地元の翻訳会社で翻訳業務に携わり、1996 年に帰国。

このコースでは、テスト 2 回分のリスニング公式問題演習を行います。

大手建設コンサルタントのパシフィックコンサルタンツ・グループ入社。関連会社の国
際部英語関連業務課の主任として、主に海外建設プロジェクト用資料の翻訳（和訳・英訳）、
通訳、社員英語教育に携わった後、独立。2003年1月に個人事業主（グローバル オポチュ
ニティーズ）として、翻訳業務、英語教育を行っている。現在は、主に技術系論文の英訳、
企業 / 大学等の英語研修 / 授業に携わる。
■

TOEIC

L&R TEST スコア：990（満点総数 60 回以上、連続満点 20 回、
全問正解10 回）

■

実用英語技能検定：1〜 5 級（初受験合格）
、その他多数

監修本：
『TOEIC TEST スコア激伸び模試 3 回分 新形式問題対応編』TAC 出版

試験対応能力をある程度備えた学習者（600 点以上のスコア取得者）を
想定し、公式問題演習・解説に加えて、以下の内容を交えて進行して
いく予定です。①PART2 演習に関して、間違い分析、パターン分析を
おこない、その後に類似問題が出た際には対応力を上げることを心掛け
ていただきます。②PART3演習および PART4演習では、先読みだけを
行う時間を時折とりますが、その都度時間を測り、PARTの最後まで
先読みのリズムを崩さずに維持することを意識づけます。③TEST1 演習
の際に、誤答の傾向を各受講生に把握してもらい、TEST2でその克服を
目指していただきます。

TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.
*L&R means LISTENING AND READING.

有効期限：2019年11月6日

教

材
■ 使用教材一覧

●＝通学校舎窓口でのお渡し

使用教材

教室講座
受講ガイド

●

公式TOEIC
TOEIC Listening & Reading 問題集 4（※）

別売

※別売の教材は、第 1 回講義から使用します。必ずご自身でお買い求めください。
TAC 渋谷校・新宿校受付窓口でもお買い求めいただけます。
※別売の教材を解約する場合には、別途購入時のレシートが必要となります。

『公式 TOEIC

Listening & Reading 問題集 4』

発行：一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会
定価： 本体 2,800 円＋税

日程・カリキュラム
■ 開講日程：全10 回

回

数

■ 実施校舎：TAC 渋谷校・新宿校
（各定員30名） 受講有効期限：2019 年12 月25 日（水）

渋谷校

18：00 〜 19：10 ★

第1・2 回 10/12（土）

19：20 〜 20：20
18：00 〜 19：00

第3・4 回 10/19（土）

19：10 〜 20：10
18：00 〜 19：00

第5・6 回 10/26（土）

19：10 〜 20：10
18：00 〜 19：00

第7・8 回 11/ 2（土）

19：10 〜 20：10
18：00 〜 19：00

第9・10回 11/ 9（土）

19：10 〜 20：10

新宿校

10/23（水）
10/30（水）
11/ 6（水）
11/13（水）
11/20（水）

カリキュラム

19：00 〜 20：10 ★ オリエンテーション＋PART1・2：演習・解説講義
20：20 〜 21：20

PART2・3：演習・解説講義

19：00 〜 20：00

PART3：演習・解説講義

20：10 〜 21：10

PART3・4：演習・解説講義

19：00 〜 20：00

PART4：演習・解説講義

20：10 〜 21：10

PART1・2：演習・解説講義

19：00 〜 20：00

PART2・3：演習・解説講義

20：10 〜 21：10

PART3：演習・解説講義

19：00 〜 20：00

PART3・4：演習・解説講義

20：10 〜 21：10

PART4：演習・解説講義

★オリエンテーションのみ無料体験受講が可能です。オリエンテーションと第 1 回の講義の間には休憩があります。お申込みはその間に行っていただくことも可能です。
※当コースは 10 月開講渋谷校・新宿校限定の教室講座です。土曜クラス
（渋谷校）
・水曜クラス（新宿校）の間での振替受講が可能です。Webフォローはございません。
※受講期間中のTOEIC L &R IP テスト［2019 年12 月 21
（土）］へのお申込みが可能でございます。

受講料・コース No.
申込期限 2019年11月6日
（水）

■ 受講料一覧 ［講座コード：68］

コース名

学習メディア コース No. クラス No. 受講期間

受講料
2019 年 9 月30日（月）まで

2019 年10 月1 日（火）から

クーリング・オフ

リスニング特講演習
中・上級

教室（通学） 196-2AG

渋谷： L 1
新宿：G1

3 か月

14,000円

15,000円

対象外

リスニング特講演習
中・上級
再受講割引

教室（通学） 196-2BG

渋谷： L 1
新宿：G1

3 か月

12,600円

13,500円

対象外

（8％税込）

（8％税込）

（10％税込）

（10％税込）

※当講座は入会金免除講座です。 ※上記受講料には消費税が含まれます。 ※当商品は「夏の特割キャンペーン」の対象ではございません。
※過去、および現在 TAC の TOEIC L&R TEST 対策講座で単科・パック・オプションコースなどの本科生コースを受講されたことのある方は、再受講割引のご対象です。
[ 受講履歴が Webゼミ・IPテスト・Webフォローのみの場合は適用外です ]

お申込み・お問い合わせ

お問い合わせ

通話無料
※携帯・PHSからもご利用いただけます。

講座ホームページ

https://www.tac-school.co.jp/kouza_toeic.html

