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英米留学専門予備校

（高田馬場校舎）

東京本校高田馬場校舎

授業時間 18:45～21:15 (1回2.5時間)

教室

講座内容

定員

教室は未定（後日お知らせします）

東京大学

iBT対策 (Speaking/Writing)

日時実施クラス 会場

■ 説明会・デモレッスン

各クラス最大30名、最少成立人数10名

理学部 化学東館2F 輪講室(220号室)

2016年5月19日～2016年7月8日

　期間中　木曜・金曜　各クラス全8講義

　授業日及び授業日程

木曜Speaking/Writing実践演習クラス

金曜Speaking/Writing基礎演習クラス

28

5/20、5/27、6/3、6/10、6/17、6/24、7/1、7/8

5/19、5/26、6/2、6/9、6/16、6/23、6/30、7/7

4月26日(火) 18:45～20:15
実践演習クラス

基礎演習クラス

理学部生対象

TOEFL TestTOEFL Test
対策講座

2016
  夏期

TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS). 
This publication is not endored or approved by ETS. 

　　理学部生のための

スコアアップ特別講座

本郷キャンパスで
受講できて便利！

＊

＊

＊理学系研究科の大学院生も受講可能です。



   
トフルゼミナール留学センターでは、東京大学の理学部の学生のみ対象に、平日夜間に東京大学の教室を使用してTOEFL講座を

開講致します。受講期間は5月～7月まで8週間で授業を行います。Speaking/Writingに特化した講座で、あまり英語力に自信が

ない方も基礎から学べるクラスも設けていますので、自分のレベルと都合に合わせて受講ができます。

授業はトフルゼミナール留学センターの開発したオリジナル教材を使用し、経験豊富で高水準の授業を提供する日本人講師が

担当。授業内容は両クラスとも実践演習形式でTOEFLハイスコア—獲得を狙います。

募集事項及びLessonの概要

履修期間

授業時間帯

実施期間

実施曜日

受講パターン

定員

募集期間

申込方法

科目成立の
　ご案内

学費・教材費

受講取消の
　取り扱い

18:45～21:15 (1回150分授業)

2016年5月19日(木)～2016年7月8日(金) 全８週間

2016年4月1日(金)～2016年5月16日(月)

②TOEFL iBT Test対策 

　Speaking/Writing基礎演習クラス

＊ 木曜日

＊ 金曜日

①木曜実践演習クラスのみ

②金曜基礎演習クラスのみ

各クラス 30名

受講希望者は所定の申し込み用紙に必要事項をご記入の上、募集期間内に以下①～③のいず
れかの方法でお申し込みください。

①デモレッスン、説明会会場でのお申し込み ②メール　oishi@tsnet.co.jp ※件名：東京大学

理学部講座申込　本文：受講コース（①②のどちらか）、名前（ひらがな）、学部学科学年、住所、

連絡先 ③ ＦＡＸ　03-5155-7082

クラス開講の可否、集合教室、学費振込方法等の開講案内は 5月17日(火)までに郵送またはメールにて

送付いたします。尚、案内が5月17日（火）までに届かない場合はお手数ですが当校までご連絡ください。

お申し込み後、開講前日までに受講の取消（キャンセル）を希望される場合は、書面の提出により学費全
額を返却いたします。開講後の途中で受講をキャンセルされる場合は未受講分の学費から、その20%(但
し5万円以下）を手数料として除いた学費を返金いたします。

①木曜実践演習クラスのみ　￥35,000

②金曜基礎演習クラスのみ　￥35,000
（全て教材費込/税込)

　　　

■

 

1：ビデオ講座付

◇ Speaking ビデオ講座(自宅学習用)

※解説　日本人講師　　10レッスン分(1レッスン100分)

　

ネット環境があればいつでもどこでも学習することができるEラーニングがついています！
スピーキングの問題をどのように捉えて、制限時間内にスピーチをまとめるかを実践的に学びます。
学習者に多くある共通の悩みや弱点にも、わかりやすく例を交えて具体的に解説しています。

使用期限　講座開始から5ヶ月

　

◇TOEFL(R)TEST対策iBTスピーキング

◇TOEFL(R) TEST対策iBT ライティング

　

　 　 　 　

　

　

　

英会話学習では対処できないスピーキング対策を、本試験形式のオリジナル教材と、トフルゼミナール独自の

メソッドを使用し実践演習を通して学んでいきます。Independent Task演習ではスピーチのまとめ方を中心に、

またIntegrated Taskでは要旨のまとめ方を中心に、実践演習を徹底して行います。

またグループに分かれての個別のフィードバックも行っていきます。

本試験のトピックを分類し、カテゴリー別に効果的な対策を実践します。ブレーンストーミングメソッドを取り入れ、
書くまでの準備と時間内に書き上げる演習を徹底して行います。　　　※添削付

■
 
2 ：TOEFL(R)TEST対策関連書籍付

授業内容授業内容

①TOEFL iBT Test対策 

　Speaking/Writing実践演習クラス

具体的にスピーキングの各Questionの解答の組み立て方とコツを学習できます。

ライティングの添削例から実践的な作文技術を学べます。

東京大学　理学部生対象

®

8週間

講座中でも終了後も自宅学習に役立つ！

【木曜実践演習クラス】
日本人講師が担当し、徹底的にスコアアップを追及し、高得点になる的確な解答を訓練し指導していきます。
対象は、TOEFL iBTを70～80点持っている方で、100点を目指していきます！

より高得点を目指す初めてTOEFL iBTを学習する方や、対象スコアに足りない方でも受講可能です。

※詳しくは、ご相談ください。

日本人講師が担当し、問題形式を丁寧かつ分かりやすく解説しながら授業を展開していきます。
初めてTOEFL iBTを学習される方やしばらく英語学習から遠ざかっている方におすすめです！

【金曜基礎演習クラス】

ク ラ ス 特の 徴 ！

□ TOEFL Writing (* 添削サービス付) □□ TOEFL Writing (* 添削サービス付) □

□ TOEFL Speaking □□ TOEFL Speaking □

講座特典講座特典講座特典講座特典講座特典講座特典

integrated Writing部分の強化及びライティングに欠かせないWriting Style(Written Expression)をSentence Improvement
形式の演習を通して学んでいきます。
本試験形式で、要旨の把握を意識したReading-Listeningの方法と、Essay Questionの効果的な答え方の実践演習を行い
ます。　　※添削付

● Test Skills (Integrated task)

● Test Writing (Independent task)TOEFL TEST対策講座対策講座
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所属

どちらかのクラスに○をつけてください

東京大学

2016 年度  TOEFL講座申込書

東京大学

（TOEFL講座申込書学生控え）
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