
求められる「英検®準 1級」の英語力。
「英検®準 1 級」は大学入試の英語試験免除や、単位認定、推薦入試
の条件、教員採用試験での優遇、海外留学の際の英語力の
判定として適用されるなど多方面で幅広く使える資格です。また、
プレゼンテーションスキルが高まり、高度な単語やイディオムを使
いこなせるレベルとして、交渉などのビジネスの場面でも活躍でき
るようになります。本セミナーでは、1 日目に英検®準 1 級レベル
における 4技能 5領域［読む・聞く・話す（やり取り／発信）・書く］
の学習方法を体得し、2 日目に 合格のためのテクニックや
応用力を身につけていただきます。2021 年 1月に実施予定の
英検®準 1級受験の直前対策としても有効です。

※英検協会はCSE スコア（各4技能点数化）を導入することで「4技能全てのカのバランス」をより重要視するようになりました。

英検 準 1 級合格のための
4 技能の学び方セミナー

®

読む 聞く 話す 書く（やり取り /発信）

\ こんな方にオススメです /
本物の英語力 (4技能をバランスよく使える力）を身につけたい方
英検®準 1級の合格を目指す方
大学入試対策をしたい高校生（既に2級を取得している、または同等の英語力がある中学生も参加可能）
※近年、大学推薦入試の条件の 1つに英検®が必要な大学が増えています。

海外の大学へ正規留学を目指す方
就職活動を控えた大学生
将来的に英語を使って仕事をしたいと考えている方
TOEFL®iBT テスト、TOEIC®L&R テスト、TOEIC®S&Wテスト、IELTS、TEAP、GTEC などの対策をしたい方

受講料

1日目

2020/ （日） 各日 12:00～17:00日時 2日目

2020/11/15 （日）12/20

21,000円（税抜）

英検®準 1級を目指す方のための 4技能の学び方セミナー 概要

お申込みは 0800-111-1111 受付時間：平日　　10:00 ～ 21:00
　　　　：土日祝　10:00 ～ 19:00

自宅学習期間

オンラインでも
会場でも
受講可能！

※このセミナーは英検®準 1級の合格を保証するものではありません。 ※ご入金後の返金日程の変更はできかねます。ご了承ください。

※英検協会はCSE スコア（各4技能点数化）を導入することで「4技能全てのカのバランス」をより重要視するようになりました。

準 1 級」は大学入試の英語試験免除や、単位認定、推薦入試準 1 級」は大学入試の英語試験免除や、単位認定、推薦入試

プレゼンテーションスキルが高まり、高度な単語やイディオムを使プレゼンテーションスキルが高まり、高度な単語やイディオムを使

※右記教材を使用します。

6,100テキスト代
（内訳）
・英検®準 1級予想問題ドリル　新試験対応版 7日間完成　1,600円（税抜き）
・14日でできる！英検 ®準 1級二次試験・面接完全予想問題　1,500円（税抜き）
・英検®準 1級　文で覚える単熟語三訂版　2,000円（税抜き）
・イーオンオリジナルテキスト　1,000円（税抜き）

円
（税抜）

会場
参加
会場
参加

イーオン東京本社
〒160-0023
東京都新宿区西新宿 6-10-1 日土地西新宿ビル 16F
地下鉄丸ノ内線西新宿駅より徒歩 3 分
講座当日はビル休館日のため 1F 通用口よりお入りください。

20（　　　　）名定員オンライン参加
（Ｚoom®）

※ご都合の良い場所で
ご受講いただけます。
オンライン受講の場合
教材発送上 10月31日
までのお申込みを。



経験豊富で実績のある教師陣が指導します。トレーナー紹介

学習オリエンテーション
目標設定＆学習の取り組み方

リスニング

リーディング

スピーキング

ライティング

まとめ＆課題

12:00 ～ 12:45

12:45 ～ 13:35

13:45 ～ 14:45

14:45 ～ 15:45

15:55 ～ 16:50

16:50 ～ 17:00

自宅学習の振り返り
＆単語テスト

リスニング

リーディング

スピーキング

ライティング

まとめ

１日目 ２日目自宅学習期間

① 音読トレーニング +単語学習
・英検®準 1級文で覚える単熟語

② リスニング&リーディング
・英検®準 1級予想問題ドリル
   新試験対応版 7日間完成

③ スピーキング
・14日でできる！英検®準 1級
   二次試験・面接完全予想問題

④ ライティング
・決まったトピックに関して
   エッセイを書く

（11月 15日） （12月 20日）

2 日間のセミナ－内容

セミナーと自宅学習課題で身につけられること

鶴見校、池袋本校で教務主任として約 9 年勤務。外国人教師採
用担当として約 3 年間の海外勤務経験もあり。現在は、東京本
社教務課トレーナーとして、教師の育成、研修を担当。東京本社
主催の各種セミナーの講師としての活躍だけでなく、セミナー
の為のテキスト作成にも関与。

土田  朋香
( つちだ ともか )

英検®準 1 級レベルの 4 技能を
習得することで、職場のリーダー
に要求される英語力が身につ
きます。また、英検®だけでなく
TOEIC®L&R テスト、TOEFL® テ
スト、TEAP 等の英語資格対策に
求めら れる力も身につきます。

TOEIC® L&R テスト満点、英検®1 級、TOEFL iBT® テスト 103 点

米国でのビジネス経験を活かしてビジネス英会話クラスや、各
種セミナーの看板講師として活躍。資格試験対策クラスの経験
も豊富で、TOEIC®L&R テストセミナー 4 日間短期集中講座に開
講時から携わる。数校で、カリスマ教師として約７年勤務後、現
在はカリスマトレーナーとして教師の育成、研修を担当。

君嶋  豊
( きみしま ゆたか )

近年の多様化している大学入試
で求められている力は、高度な
コミュニケーション能力です。
英検®準 1級は英語入試の免除 
や、推薦入学の条件に上がるな
ど様々な場面で役に立ちます。

TOEIC®L&R テスト 970 点、英検®1 級

熊本校、府中くるる校で教務主任として約５年半勤務。現在は
東京本社教務課トレーナーとして教師の採用・育成・研修を担当
し、これまでに約 1050 名の日本人教師を学校へ輩出。東京本社主
催の「こども英会話講師養成講座」セミナーの講師も努める。
丁寧な指導で、まだ英語に自信のない生徒様からも安心して受講
出来ると評判。

岡村  知子
( おかむら ともこ )

世界で活躍するビジネスバーソ
ンになるためには、4 技能全て
において、英検®準１ 級レベル
の高い英語力を身につけること
が 必 須 条 件 と な り ま す。
プレゼンテーションスキルも
高まります。　

TOEIC® L&R テスト満点、英検®1 級

Reading
リーディング

Listening
リスニング

Speaking
スピーキング

Writing
ライティング

資格試験で出題される英語論説文読解方法を

学び、さらに実際の英検 ® 準 1 級の問題を解く

際に必要なテストテイキングスキルが身につけ

られます。読むスピードが上がり、文章の大意

を把握する力が養われることで、時事問題、

歴史、社会、科学技術など様々な種類の英文を

読みこなす力をつけていきます。

リスニング攻略法 、効果的なトレーニング方法

に加え準 1 級の問題演習を行います。

また、テストテイキングスキルだけにとどまら

ず、ニュースや映画などの生の英語も楽しめる

ようになる多聴の方法もお伝えします。

実社会で使える実践的なリスニングスキルを磨

いていきます。

スピーキングのメカニズムを理解したうえで、

論理的に意見を述べる練習をします。 

また、英検 ®準 1 級の二次試験対策だけでなく、

社会性の高い話題について説明することができ

る力を身につけていきます。

英検 ®のライティングは、大学や他の資格試験

に不可欠なアカデミックライティングの礎とな

ります。英文エッセイ（論説文）の構成を踏ま

えた上で論理的に自分の意見を展開するだけで

なく、さらに自分の論旨を掘り下げたエッセイ

の書き方を身につけていきます。

これまでの講座
受講者の声

セミナー受講後に挑戦した準 1 級に合格できました！

受験に向けてどのように学習をすればよいか悩んでいました
が、セミナーで学んだ内容を繰り返し練習し、 スコア的にも
余裕のある合格ができました。特に難解な準 1 級レベルの
英単語を覚える方法や、論文の構成方法、 意見の展開の仕方
などがとても役に立ちました。　　　　　　　（大学生・N 様）

これまでは「ひたすら問題を解く」ことしかしてき
ま せんでしたが今回学んだ 4 技能を伸ばす学習方法
により、英検準ー級合格とともに自身のキャリア
アップのための英会話力が身につくと実感しました。

（社会人）

大学入試に英検が重要視されることを学校で聞き、 
セミナー受講を決めました。苦手な長文読解のため
の様々なテクニックが自分にとって新しい発見で、 
繰り返し練習してマスターしたいと思います。

（高校生）

キャリアアップのための英会話力が身につく 大学入試のために受講

※教師は、 予告なく変更になる場合がございます。

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.
英検®は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
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