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MLS EIKEN “GOKAKU” COURSE

MLS EIKEN “TAISAKU” COURSE

英検合格コース

英検対策コース

小学生対象

新規開講!!6時間×4日間の特訓で３級合格を！

レッスンを自由に設定して３級を目指そう！

特別講師が英検３級合格を全面サポート！特別講師が英検３級合格を全面サポート！

*別途、登録教材費として¥2,570を申し受けます。

英検3級
対策コース

英検2級・準2級
対策コース

90分×1回

90分×2回

90分×3回

¥20,300（税込）

¥10,150（税込）

¥30,450（税込）

*別途、登録教材費として¥2,570を申し受けます。
*長期で対策ご希望の方、8回、10回、15回のコースも設定可能です。
*クラス開講日7営業日前を過ぎてから、キャンセルされた場合、キャンセル料¥3,000を申し受けます。
*開講後のキャンセルは致しかねます。

*開講後のキャンセルは致しかねます。

*英検Jr.対策コースにつきましては、お問い合わせください。
*上記金額に検定料は含まれておりません。

¥30,450
¥22,470
¥18,330
¥50,750
¥35,600
¥24,000

完全個別指導（1名）

個別指導（2名）

少人数指導（3名以上）

完全個別指導（1名）
　  5級
90分×3回

4級〜1級
90分×5回

個別指導（2名）

少人数指導（3名以上）

¥34,080
¥25,170
¥20,520
¥56,800
¥39,900
¥26,900

※英検Jr.はMLSでもスタジオにより受験できます。
　4歳から小学生まで幅広く受験していただいております。
　実施スタジオは各検定前に発表致します。
※英検はMLS会員のみを対象に横浜・錦糸町スタジオ（5級〜2級）、吉祥寺スタジオ（5級〜準2級）
　自由が丘スタジオ（受験級は毎回変わります）で実施しております。MLS会員以外の方の受験は
　原則として対策コース受講が条件となります。
※英検を公開会場で受験される際は、各自、書店、インターネットなどでお申込みください。
※左記の受験申込締切日はMLSでの受験申込締切日です。
　特に英検第3回検定申込締切日はご注意ください。

英検スケジュール 検定日 受 験 申 込 締 切 日  対 策 コ ー ス 申 込 締 切 日

第１回

2016/6/26（日） 2016/5/26（木） 2016/5/19（木）

第２回

2016/11/13（日） 2016/9/29（木） 2016/9/21（水）

第３回

2017/2/5（日） 2017/1/6（金） 2016/12/16（金）

第１回

2016/6/12（日） 2016/5/13（金） 2016/4/25（月）

第２回

2016/10/9（日） 2016/9/9（金 ） 2016/9/2（金）

第３回

2017/1/22（日） 2016/12/13（火） 2016/12/6（火）

英検Jr.

  英検
（ＳＴＥＰ）

内容 対象年齢：4歳〜

内容 対象年齢：9歳〜

会員 会員以外 英検対策コース（2次試験）英検対策コース（1次試験）

◆日程

※費用等は4ページをご覧ください。

◆時間

◆場所

Session 1　7/20（水）～7/23（土）
Session 2　7/26（火）～7/29（金）
Session 3　8/16（火）～8/19（金）
Session 4　8/23（火）～8/26（金）

代々木スタジオ

10:00～16：00
（一日コース ）

面接練習①

４級の復習 3級の過去問 3級の過去問 3級の過去問

リスニング リスニング リスニング リスニング

リーディング リーディング リーディング リーディング

文法

英語でランチ

文法 文法

単語・熟語 単語・熟語 単語・熟語 単語・熟語 動詞の過去形・不規則動詞を中心に語彙力を
つけていきます。

過去問から問題の解き方をテクニックとして教え
ます。

頻度の高い文法事項について教えます。

体を使ったゲーム要素のあるリスニング訓練

ポスターやメールを読むことに慣れましょう。
問題の解き方をテクニックとして教えます。

点数のつけられ方を教え、ロールプレイで面接
を疑似体験してもらい、面接に慣れていきます。

１日目

AM

PM

2日目 3日目 4日目 詳細

面接練習② 面接練習③ 面接練習④

　今回講師を務める船山順子先生は幼児から大人まで、役者から学生、ビジネスマ

ンとさまざまな生徒に英語を指導し、英検対策の指導を始めてから20年、多くの生

徒の合格に貢献してきました。

　英検対策は普段のスタジオでのクラスより文法的な要素が増えますが、ドラマメソ

ッドの良さを最大限に活用し、楽しく勉強できるプログラムを用意しています。英検

３級は、英語の基礎がつまっているので、試験対策がそのまま英語力アップにつな

がります。一緒に英検3級合格を目指しましょう！

カードを読む

5文型 現在・過去・未来形 英検によく出る構文① 英検によく出る構文②

質問に答える 自分のことを話す シミュレーション

幼児/
小学生対象
For PS/ACT
/Bil. Prog. 

For ACT
/Bil. Prog. 



4

A)　日　程： Session 1　　　7/20（水）～7/23（土）
Session 2　　　7/26（火）～7/29（金）
Session 3　　　8/16（火）～8/19（金）
Session 4　　　8/23（火）～8/26（金）

要　項

B)　場　所：   左ページの表を参照

C)　時　間：

D)　費　用：  

一日コース 10:00～16：00　半日コース 10:00～12：30

下記の表を参照

※週4日間のコースを、1セッションから
　何セッションでもご受講できます。

※下記の金額は、登録教材費を含んでおります。

※大宮スタジオのみ、一日コース 10:10～16：10、半日コース 10:10～12：40。
※英検合格コースには半日コースはございません。

◇　締めきり：

◇　定員：

◇　保護者のご入室：

◇　持ち物：

◇　アシスタントについて：

☆注意事項

10ページの申込書に必要事項をご記入の上、クラス担当講師までご提出いただくか、

MLS本部へファックス、または郵送してください。お電話でも受付けいたします。

お申込みを頂きました後、本部より参加費の「払込票」と詳しいお手紙をお送り致します。

ご兄弟（ご姉妹）でお申込みをされる場合にはお手数ですが別々に申込書をご提出ください。

各セッションの1週間前になります。これ以降のお申し込みに関しては、お問い合わせください。

毎回、クラス終了10分前のご入室になります。半日コースはクラス終了5分前のご入室になります。

一日コースをご受講の方は、お弁当と甘くないお飲物をお持ちください。

詳細はクラスお申込み時に郵送されるお手紙をご覧ください。

ジュニアサマースクールにはアシスタント講師がつきます（2名以下の場合はつきません。）

シニアサマースクールにはアシスタント講師はつきません。

12名前後となります。4名より開講、3名以下ではコースを短縮するか、または行わないことも

ございますので、あらかじめご了承ください。

キャンセルはお電話にてお申し出いただくか、書面をファックスしてください。

お客様のご都合でキャンセルされる場合には下記のキャンセル料を頂戴いたします。

また当日以降は全額を申し受けます。

一日コース 半日コース

¥24,000

¥77,400 ¥43,200

¥111,800 ¥62,400

¥129,000 ¥72,000

■各種割引特典

ご兄弟の合計税込金額  ￥100,000未満

ご兄弟の合計税込金額  ￥100,000以上

→

→

→

兄弟割引

合計税込金額より

ご兄弟の合計税込金額より
早期割引

■費用

■キャンセル料

５月末までにお申し込みの場合
¥43,000

（税込￥46,440）

（税込￥83,560）

（税込￥120,720）

（税込￥139,280）

（税込￥25,920）

（税込￥46,640）

（税込￥67,380）

（税込￥77,760）

￥4,000引き

￥4,000引き

￥8,000引き
1セッション

2セッション

3セッション

4セッション

会員以外の方が参加する場合、入会金¥8,100(税込)が必要となります。

1.　事前に週３日間でお申込みの場合、一日コース→税込金額より￥4,500引き　半日コース→税込金額より￥3,000引きとなります。
2.　サマースクールのDVD発送は各セッション終了後、約1ヶ月ほどお時間をいただいております。予めご了承ください。
3.　サマースクールにてご入会される方は、会員規約のご説明の為ご連絡をさせていただきます。

FAX：03-3320-3622
MLS本部   TEL：03-3320-1553

半日

¥3,000

¥3,000

¥3,000

¥3,000

¥5,000

¥5,000

¥5,000

¥5,000

一日

Session 1 6/30（木）〜7/19（火）

Session 2 7/6（水）〜7/25（月）

Session 3 7/27（水）〜8/15（月）

Session 4 7/30（土）〜8/22（月）

E)　お申し込み方法：  

F)　キャンセルについて：  
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下記申込書をご記入の上、MLS本部へＦＡＸしてください。お電話でもお受けしております。（お一人様一枚の申込書をお書きください）

サマースクール/サマーキャンプ 2016 申込書

ご希望のスタジオ（場所）を下の欄にご記入の上、クラス番号表（下記表）のクラス番号に○をつけてください。

MLS記入欄 受信日  2016　　/       / 受信者　　　　　　　　　　　報告者　　　　　　　

□L入力　□EX入力　発送　　    /

2016 年　　月　　日

一日 半日 一日 半日
Session 1 7/20（水）～7/23（土） S410 S405 S490 S445
Session 2 7/26（火）～7/29（金） S412 S406 S492 S446
Session 3 8/16（火）～8/19（金） S414 S407 S494 S447
Session 4 8/23（火）～8/26（金）

7/21（木）～7/23（土）

S416

S400

YS900

S408 S496 S448

P990 P945 YS401
P992 P946 YS402
P994 P947 YS403
P996 P948 YS404

④土曜日
サマースクール
⑥サマー
　キャンプ

②シニアサマースクール①ジュニアサマースクール

一日 一日半日
③4日間でミュージカル ⑤英検合格コース

スタジオ

☆サマースクール /サマーキャンプ
　クラス番号表

※4日間でミュージカルは3日間の参加はできません。
※午前と午後で違うコースを受講する事はできません。

※サマーキャンプをお申し込みの方は下の欄に○をつけてください。

*3日間をご希望の際の出席予定日

Ａ／Ｈ　2　3　4　5　6　7.5　8　10　C　B　/　3％　3　関10　関20

一日コースのみになります。7/23, 7/30, 8/20, 8/27（土）

会員番号

参加者氏名

兄弟で参加する場合　ご兄弟の氏名

DVDの購入について

        001      ー                                                　　　　　　　    Student No.

Name

電話番号

スタジオ名 ／ クラス番号MLSご入会の有無

Phone No.

（申込書は一人一枚お書きください。）

〒住所 Address ー

ー

　/　　　　　　/　　　　　　/

（MLSの会員ですか？） はい

ビデオ(動画)のみ希望　・　写真のみ希望　・　両方希望　・　希望しません

いいえ
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